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2022-2023 年度

ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ

第 2500 地区ガバナー

久木 佐知子（旭川西 RC）

月間テーマ

会員増強・新クラブ結成推進月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

柔軟なイマジンと行動がクラブ存続の第 1 歩 ( 担当：クラブ研修リーダー）

次週例会

新入会員歓迎例会 ( 担当：クラブ研修委員会・親睦活動委員会）

■ロータリーソング：我等の生業
■会員数

■ソングリーダー：小西 卓哉君

103 名

■ビジター なし
■ゲスト

なし

会長の時間

滝越

康雄会長

こんにちは。この

２週間、ロータリー
は全くなくて頭から
全くロータリーが抜
けました。とても清
潔な生活になりまし
た。その２週間、ほ

とんど家におりましてテレビにくぎ付けです。内容は
スポーツ、あまり興味なかったのですが大谷、渋野、
そして高校野球の３つを応援したりして過ごしまし

た。天気も悪かったのですが、珍しくゆったりとした
生活を送りました。

今日は時間を頂戴しまして、ロータリーの会長挨拶と
して適したものかどうか分かりませんが、これは皆さ
んに知っておいた方が良いかなということで話しま
す。

私はいろんなもの集め資料にするのが好きですが、昨
年、アメリカで公文書が開示になったので、何か出て
くるなと思ったら案の定、最近になっていろんな知ら
ない情報が多くなりました。

その中で日本人としたら８月は当然、戦争があるので
すが、核で脅されている時代のことですから原爆の話
をさせてもらいます。

アメリカが原爆を広島・長崎に落としたのですが、こ
れは日本に勝つためではなくて対ソ連に見せしめをす

るための行動だったのです。そのアメリカ、底意地の
悪いところがありました。どこに落としたらいいのか
では、東京などは焼け野原で原爆を落としてもそれな
りの効果が見えないだろうということで、まだ爆弾の
落ちていない都市を狙ったのです。第一目標が小倉、
第二目標が長崎、そして金沢は少し後にしようと取っ
てあります。何でこうしたのかというと、原爆は４.

６トンもあって当時の B29 では重量で燃料不足にな

るのです。通信記録を見ると、原爆をどこに落とした
らいいか探しているうちに面倒になって「日本海に落
とそうか」という話もあったのです。爆弾を落とすと
き、8 月ですので夏の積乱雲で目標が全く見えないの

ですよ。そうしている時にそういう結果になったとい
うことです。私の推測では、燃料の関係で関東・関西
には落とさないで、近い九州にしたとみています。

長崎に落とした時の状況ですけれども、出撃機は６機
で先行の飛行機は広島に爆弾を落としたエノラー・ゲ
イという有名な爆撃機です。今、保存されています。
最初、小倉の八幡製鉄所を狙ったわけです。見えたの
ですが、八幡製鉄所は数日前に爆弾を落とされていま
すので、その体験を踏まえてコールタールを燃やして
煙幕を張ったのです。その煙幕で見えないので爆撃機
は小倉を諦めて代わりに長崎に原爆を投下した。この
事実を知った小倉の市民は、自分たちの身代わりに長
崎がやられたとショックを受けています。ここで７万
4000 人が死んでいる状況です。





その時のアメリカのいやらしさは、ラジオゾンデとい

ただ、こういう話をするとロータリーの会場はシーン

実験データ拾うため。単に殺すのではなくて、人を殺

てお話させてもらいます。会長挨拶にはふさわしくな

う計測器３基を落下傘で落としています。これは全部、
してその効果を確認するためラジオゾンデを３つ落と
しています。

ギリギリの燃料で行くわけで、爆弾を落としたあと軽
くなったのですがテニアン島にある飛行場までは遠い
ので飛行機は沖縄までしか届かない。沖縄の読谷飛行
場に着いた時にはたった 26 リッターしか燃料が残っ

となってしまいますので、柔らかい話と硬い話を混ぜ
いと思うけれど、こういうのを聞く機会がないと思う
ので、こういう資料は見られないので、口頭ですけれ
どお伝えしたかったのです。

会長挨拶として馴染まないですけれど、よろしくお願
いします。

ていなかった。爆撃機も墜落する一歩手前だったとい

幹事報告 中島 徳政幹事

熱は 30 万度という温度。周りは 3000 度から 4000

例会案内についてはテーブルの上の例会案内でご確認

風が一番すごいのですが、爆心地では秒速 440ｍ、

事務局は 10 日からお休みをいただいていましたが、

う記録になっています。

度の熱がありますから地上の物質が燃えちゃって。爆
１km 地点でも秒速 200ｍと。熱傷は赤外線でやられ
て。２Km 以内の爆風が秒速 60m から 440ｍの速度

という記録です。私も江南高校時代に原爆の資料を見
たことありますけれど、焼けたとかケガをしただけで
はなく、人が消えていましたね。コンクリートの壁に
影だけが映って体が存在しないのを見たことがありま
す。

これからは推測ですが、私は広島の原爆慰霊碑を直に
行って見たことがあります。石碑に書いてある『安ら
かに眠って下さい 過ちは繰り返しませんから』
、こ

れに署名人が書いていないのですよ。この署名人は、
日本人としてはアメリカ大統領が署名するのが当然で
あるべきと思うのですが。

もうひとつ、恥ずかしいことに情けないことに、原爆
を投下したカーチス・ルメイという大佐がいますが、

幹事報告させていただきます。分区の他のクラブの

をお願いしたいと思います。
訃報でメールを流しました。

8 月 10 日に齋藤浩記様のご尊父・幸三様がお亡くな

りになられました。葬儀等は東京でありましたので皆
さまにメールで配信させていただいております。

また、昨日、西池淳様のご尊父・彰様がお亡くなりに
なられました。明日、若松町の釧路ベルコ会館で 18

時からお通夜となっていますのでご案内をしておりま
す。ご確認ください。

それから、クラブ研修委員会で炉辺会合のご案内を用
意しております。本日ないし明日には皆さんにお流し
したいと思います。今回のテーマは『青少年奉仕につ
いて』です。初めての方もいると思いますけど、10

人で 10 チーム、少人数で意見交換をしようという会
ですので、是非ご出席をお願いします。

日本の国会でももめにもめたけど、1964 年に勲一等

旭日大綬章を授与されているのです。このとき昭和天
皇は親授といって直接渡すことはしませんでした。こ
れはありえないことですけれど、この辺が納得いかな
い部分ですね。

今日の最後の落としどころです。核爆弾が騒がれてい

ますが、日本でも昭和 20 年、北朝鮮興南沖小島で作っ

■

本日のプログラム ■

柔軟なイマジンと行動がクラブ存続の第 1 歩

クラブ研修リーダー 邵

龍珍君

ただいまご紹介を

て核実験に成功しているのですよ。

賜りました邵でござ

測していますが、日本の京都大学の技術者を連行して

の会員増強月間とい

ソ連の原爆はみんなアメリカからスパイしたものと推
拷問して得た情報で、アメリカからスパイした情報で
はないと最近分かっています。ですから、中国・北朝
鮮・ソ連 ( ロシア ) の原爆は日本の技術開発から盗ま

います。今月はＲＩ
うことで、クラブ研
修リーダーという立
場と地区の会員増強

れたと記録されています。実際には朝鮮には大量のウ

委員長の立場でお話をさせていただきます。

私も「日本も原爆を持っていたのだぞ」と聞いたけど、

たくさんご指導いただきまして、誠にありがとうござ

ラニウム鉱石があって、興南の水力発電所という所で。
跡形もない、聞いたことない。だけど、あるわけない

今回、この資料を作るために小船井パストガバナーに
いました。それでは始めたいと思います。

ですよ、北朝鮮にあったから分からなかっただけです。 「ダーッ」
、本来はここで皆さんが笑うところなのです
こういうことが最近オープンになった公文書で明らか

が、これを地区協議会で地区デビューして「元気です

いあります。

いて「元気ですよー」と言ってくれたので調子こいて、

になっているのです。これ以外に面白い資料がいっぱ

かー！」とやった瞬間に、
お隣に小船井パストガバナー





もう１回言ったらドン引きされたのです。

れば、その人たちもわれわれの入会の候補者になると

いのですが、ちょうど目が合ったのが後藤エレクトで、

い・想像してもらいたいということになります。

その時に広い所の一番後ろにいて、小さくしか見えな
天を仰いでおりました。パッと目に見えたのです。こ
いつやりおったなという感じだったのです。その横を
見たら、杉村直前会長が下を向いていたのです。

いやいや申し訳ないなと思いながら、これには２つ理

いうこと。そういうことを少しイマジンしてもらいた
今からの私の話は勝手な主観で、思いだけでお話させ

ていただきます。それも、少し自分のクラブ見ながら、
この地区を見ながら、この分区を見ながら考えて想像
していただければありがたいなと思います。

由があって、ひとつは、この一年坊主の若者がどんな

『会員増強・維持』
、これは本当にいまロータリーの永

のです。もうひとつは、第一分科会に参加された方は

ぜかと言いますと会員が年々減少しています。われわ

奴かな、元気ある人だよとインパクトを与えたかった
分かると思います。８人の方が 10 分間、お話をされ

るのです。僕は７番目だったので、多分ほとんどが寝
ているのだろうなと思ったのですよ。案の定、
「元気

ですかー！」と言った瞬間に、パッパッパッと頭が上
がったのです。これ、寝ていたな、術中にはまったな
と思って、そこから 10 分間、真剣にお話させていた
だきました。

本日はその地区協議会でお話したことを交えてお話さ
せてもらいたいと思います。

自己紹介は端折ります。大阪生まれで、在日韓国人２
世で国籍は韓国です。特別永住権を持っています。

20 年前に歴史と伝

統のある当クラブに
入会させていただき
ましたが、なんと６
年間もスリープでし
た。大阪からやって
来て、右も左もわか

らない。釧路クラブは釧路で初めてできたクラブです
から、そうそうたる企業の方いらっしゃいます。そう
感じられた方はたくさんいらっしゃると思います。私

遠のテーマ、永遠の戦いだと思っています。それはな
れは少し前まで 120 万人ロータリーと言っていたと

思うのです。それが 2 年前から 117 万人ロータリー
なのです。では、今年度はどうだったのか、世界で

1,101 名の超微増です。本来だったら 116 万人台に
なっていたかもしれない。

世界の分布で見ると、アジアは 26% のプラスなので

す。しかし、アメリカ・イギリス・オーストラリアは
30% の減なのです。では、なぜアジアが 26% の増加

かと言いますと、お隣の韓国、そしてインド、台湾が
会員増強をすごくやってくれています。

日本はどうですか。年々減っていっているのですよ。
これを皆さん、ロータリージャパンとしてどのように
危機感を持つかということです。

2020-2021 年度の調査です。久木ガバナーもお話さ

れていました。世界で 12 万 1,000 人が入会されて、

退会が 13 万 7,000 人なのです。そのうち 1 年未満で
辞められた方は、なんと 13,000 人。それの中の 23%

が「クラブの環境がイヤだ」で辞めているのですよ。
では皆さん、イマジンしてください。
「クラブの環境

がイヤだ」というのはどういうことでしょうか。私、

ピンと来たのは、このクラブは「やる気がないクラブ」

みたいな小さな会社が「私はここにいるべきじゃない

「元気がないクラブ」
「活気がないクラブ」ではないか

たのです。この敷居が高いというのがミソなのです。

るばかりに「先輩ロータリアンはたくさんいるけど若

な」と思って、
勝手に自分が「敷居が高い」と思っちゃっ
それで６年間スリープしてしまった。本当にもったい
ない６年間だったといま思っています。

その後、親睦委員長になって、幹事になって、ロータ
リーの素晴らしさ、そして楽しさを感じました。その
後、会長まで推薦していただいたのです。

すごくないですか。韓国籍の私を、この歴史と伝統の
ある釧路ロータリークラブのノミニー・エレクト・会
長まで皆さんで励ましてくれて、支えてくれた当クラ
ブに感謝をしているところでございます。私は、ここ
にロータリーには国籍がないと実感した一人です。こ
こに存在するクラブの大きなヒントがあるかなと思う
のですが。

今年度、ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長は「イマ
ジン・ロータリー」と言いました。皆さん、今から想
像していただきたいのです。今、この釧路の中のどこ
かの学校の英語の教師もしくは塾の講師が外国人であ

なと思いました。もうひとつは、歴史と伝統を重んじ
いロータリアンが入ってこられない雰囲気」のクラブ
なのでは、と思いました。あとは「その地域のために
しっかりと考えて奉仕活動を実行していない」クラブ
ではないかな、と思いました。

これは日本の分布です。96 年、われわれロータリー
ジャパンは 13 万人を誇っておりました。このとき

3.5 ゾーンあったのです。99 年に急激に減って 2010

年は３ゾーンになったのです。少し前から 2.5 ゾーン
です。なぜか、85,000 人しかいないのです。では、

今年度始めは 2,132 名が退会されて、18 クラブがも

う既になくなっているのです。今年度は 82,574 名の

2,214 クラブからのスタート。年々減っていくという

ことです。いかがでしょう、危機感を持つしかないと
思うのです、ここまで来たら。

これは主要国の女性会員の比率です。世界では 25%
です。しかしながら、日本は一桁台。他は 20%、





30% にいっています。ここが会員増強の大きなチャ

多分 30 人以下になると思うのです。その中で 90 人

す。

が減ってしまうイメージです。これがイマジンできま

ンスになるターゲットだろうと皆さん分かると思いま
ジェニファー・ジョーンズＲＩ会長は、
「ＲＩではこ

の数年で女性を 30％にしよう」と言います。今 25％

です。今年度は初の女性ＲＩ会長、そしてうちの地区
でも初の女性ガバナーです。30％の目標を達成する
と私は思っています。

次に会員数の面での地区別に現状の話をさせていただ

きます。これ、
皆さんはＩＭか地区の会員増強セミナー
でご覧になったと思います。小船井パストガバナーか

らいただいた資料ですけれど、人口 1 万人の中にロー
タリアンが何人いるかという数字なのです。

都会に行けば行くほど、平均よりも下がります。日本

の平均は 7.03 です。地区別に見てみたいと思います。
2580 地区・これは東京都北部、東京ロータリークラ

ブもここに入っていて、中央区・池袋・新宿、埼玉県
寄りの北部です。そこと沖縄県の 70 クラブが入った

地区で、ここが日本の中では最低の分布になります。
2750 地区はその他の東京都、品川・渋谷・六本木・

目黒、あとは中央線沿いの三鷹から八王子の多摩地区
とミクロネシア諸島・パラオ共和国・グアム・サイパ
ンの 100 クラブが入った地区なのですが、ここでか

ろうじて平均より少し上回っている。東京単独でいえ
ばこれ、沖縄単独でいえば最低の 2.72 です。われわ
れの隣の 2510 地区は 6.73 なので平均よりも下で、

札幌を抱えているのですけれども。では、2500 地区
どうかというと 15.08 で、倍以上ある。ここは私た
ちの地区の各クラブが本当に会員増強・維持を踏ん

張って頑張っているその結果の数字だと私は思ってい
ます。

この赤棒は、ほとんど大都市圏です。われわれはこの
2800 の山形の地区を逆転して、2500 地区は本当に

頑張っている。皆さん、誇りに思って活動してもらえ
たらなと思います。

これは北海道地区内の数字です。札幌は 3.59 です。
この黄色の部分は 2500 地区の数字です。釧路は

15.48 ですけど、根室・網走・帯広が 20 人以上いる
地区となっています。

ここからです。これを皆さんご覧になったと思います。
小船井パストガバナーは 5 年前に、2005、2015 年
の人口と 2040 年の人口を比較して、その下げ幅の

パーセンテージを出して、2015 年の数字から 2040

年にはロータリアンは何人になっているかを予測され
ているのです。

ここで皆さん、危機感を持たないでどうするのですか
という話をさせてもらいます。

釧路市は 2015 年の 17 万 8,000 人が、2040 年には

11 万 7,000 人になる予測で、35％減ります。いま釧

路市内に６クラブありますが、そのうちの４クラブは

が減ってしまうのです。ということは、３クラブ＋α
せんか、ということです。

紋別市は 41％減るので、71 人から 42 人になるとい

うことです。まだましなのが、音更さんは２％少しし
か下がらないので維持できます。帯広もそうです。近
くでは中標津がそういった所になります。このような
人口減少が少ない中でも頑張ってもらわないといけな
い地区だと思います。

これは 2500 地区の分区の数字です。2500 地区で考

えても 700 人のロータリアンが減るという予測です。
ここで皆さんがいかに危機感を持って、今だからこそ
会員増強、会員維持に向けて一丸となって頑張ってい
くかをお願いしたいと思っております。

こういった状況を一番心配しているのはＲＩです。
Ｒ

Ｉはそのために「柔軟性」を導入しました。皆さんご
存知のように 2016 年の規定審議会で柔軟性が導入さ

れました。このときの地区代表議員は足立パストガバ
ナーだったと思いま
す。大変恐縮なので
すが、私は

2017-2018 年度に

会長を務めさせてい
ただきました。その
時のＲＩ会長はイア

ン・ライズリーさんでオーストラリアの方です。
ＲＩ

会長のテーマは「ロータリー、変化をもたらす」だっ
たのです。
「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」
。

この変化とは何だろうと思ったのです。会長計画にク
ラブをどうやって変化させようかなと悩んでいたとき
に、地区協議会の前でしたかね、多分工藤さんだった
のか、もしくは足立パストガバナーだったのか、

「DIFFERENCE というのは、いまよりも少し良くする

というビジネス用語だ」と教えてもらったのです。こ
んな大切なことは、工藤さんは絶対教えてくれないで
しょう、いつもふざけた中国語しか喋っていないから
信用していなかったので、ですが、先ほど確認したら

「俺だよ」と言ってくれたのです。ありがとうござい
ました。

そういったことを感じて、
「そうだ、今のクラブを少

しでも良くするために頑張ればいいのだ」とたくさん
考えて、皆さんにお願いして、素晴らしい成果の１年
間を過ごさせていただきました。

その「柔軟性」をいかにどうとらえるかなのです。柔
軟性というのはＲＩの規則に縛られない、自分たちの
クラブの足元を見て、自分たちの発想でクラブ運営を
自由にできると考えてほしいのです。そのようにポジ
ティブにとらえてもらって。
「いや、うちのクラブは

いいよ。今まで通りでいいのだ」という所はコロナで





急激に変化して、この世の中で『じり貧』になって行

たのです。柔軟性の導入で４回ある例会を２回にして、

クラブに対し大幅な裁量権を与えてくれたということ

費を下げることもでき、食費代を下げて、年会費を下

くクラブかなと思います。

です。それは例会の頻度・場所・方法・会員種類に関
するすべてのことです。2500 地区内の各クラブは歴

史と伝統があると思います。特に釧路ロータリークラ
ブはあると思います。でも、それを継続して後輩たち
につなげて、素晴らしいクラブづくりをやっていく。
あとはゆるやかに変えていかなければならないもの

は、徐々に。逆に言えば、急速に敏速に変えないとい
けないものは、それをスピーディーに変えたクラブが
先ほど言いました 2040 年に廃れない・生き残って会

員数も減少せず、今のまま維持プラスになっているク
ラブになるかと私は思っております。

2016 年の規定審議会の最大のトピックスは「例会と

出席における柔軟性を認める件」と「クラブの会員身
分に柔軟性を認める件」だったのです。19 年は「ク
ラブ職業分類の制限廃止」
、
「例会欠席のメイクアッ

プ」
「ローターアクトのクラブのＲＩ加盟」
、
、
そして「各
クラブは地元のニーズに合わせて自由に会員の種類を
追加できる」
。準会員、法人会員、そして家族会員等
があります。

小船井パストガバ

ナーに聞いたのです
が、ライオンズクラ
ブでは家族会員を一
生懸命頑張って、凄
く伸びたらしいので
す。それが、去年か

らガクッと減少しているのです。これは多分、家族会
員の問題かなと思うのですが。
ＲＩは裾野を広げてく

れましたが、しっかりと検証しながら自分たちのクラ
ブに合った形でないと。何でもかんでも増やしていく
のではなく、しっかり問題に合わせて行っていくのが
大事かなと思います。

なぜ、
ＲＩは裾野を広げないといけなかったのか。皆

さんはピンッと来たかと思いますが、会員数が減少し
ているからなのです。入会するのを敬遠されるという
ことなのです。その理由が１番・２番・３番で、年会
費が高い、時間が取れない、そして先ほどの私のよう
に敷居が高いと勝手に思っちゃったということなので
す。

ここで地区の実例をお話させていただきます。過日、
行われました地区のＲＬＩの ZOOM 会議で、あるク
ラブの方が仰っていました。

何度も会員増強のためにお話をしに行った。皆さん、
断るのは１番・２番なのです。これ、定番の断り文句
ですね。この方はめげなかった。クラブに戻って一人
じゃない、役員と一緒にチームとして会員全員を巻き
込んで、どうやったらいいのか考えて柔軟性を導入し

２回のうち１回をＷＥＢ会議にすることによって会場
げた。再チャレンジでアタックしたら、その人たちは
断る理由がないのです。そして５名の方が入会された
というのです。

素晴らしい、この地区内の柔軟性を取り入れた結果

じゃないかなと思っています。特に会員増強・維持と
いうのはクラブが楽しくなければいけない。そして活
気あるクラブじゃなければいけない。そして成功する
クラブになっていないといけないと思うのです。

成功するクラブになるためにはどうしたらいいのかを

『マイ・ロータリー』で調べたのです。そしたら、こ
のような「材料」という形でヒントがありました。

皆さん、イマジンしてもらいたいのです。この５つの
材料に調味料を入れてどんな料理にするのか、という
のは皆さま方です。われわれクラブです。各々のクラ
ブが考えてイマジンして、計画して行動するという参
考にしてもらいたいと思います。

ひとつ目は、独自の個性を持っているクラブです。夜

ばっかりやるクラブでも良いと思います。朝ばかりの、
モーニングクラブでもいいですし、例会は会場ではな
くて海辺で例会をする、そんなことも独自の個性とし
て良いと思います。

ふたつ目は、参加意欲を引き出す例会。３番目に会員
の関心に応じた奉仕活動をするクラブ。４番目に、心
から楽しむことができているクラブ。５番に、優れた
リーダーがいるクラブです。

こういったクラブが成功するクラブ、2040 年に存続

するクラブです。そして会員増強と維持が叶うクラブ
になるのかなと思います。そういうことを目指して頑
張ってもらいたいと思います。

逆に自分のクラブの欠点を調べて、それをぶっ壊すこ
とによって、会員増強で頑張ったという実例のお話を
させていただきます。

私が会員増強委員長になった時に、吉田パストガバ

ナーから『ロータリーに入ろう』という本をいただき
ました。

パッと思ったのです。自分が会長を終わった時に「１
年間、会員増強の話をしなかった」と吉田ガバナーか
ら怒られたのです。
「そうか、これで俺の出世の道は

なくなったなと」思ったのですが、それをまた心づけ
というか後押しをしてもらう本をいただきました。

その著者は、ある地区のパストガバナーなのですが、
自分が会長エレクトの時に 100 人いたクラブが 64

名まで激減したのです。何故なのかと自分のクラブ内
を調べたら、この『４つの会員増強の壁』があったと
いうのです。

ひとつ目、シニア会員自らが自覚するのは正しく認識
をしていない。シニア会員が悪いと言っているわけで





はないのです。シニア会員はそのクラブの歴史です。

いうのは、多分他の方は楽しくないと思います。その

2500 地区内に沢山あるのです。先輩ロータリアンが

す。

いてもらわないと困るのです。しかしながら、これも
「俺はやることやったでしょ、俺の役目はもういいで

しょ」と言って、少しずつクラブに来る頻度が少なく
なるのです。最終的に退会してしまう事例がたくさん
あったのです。これはとてももったいない。残念。先
輩ロータリアンには背中を見せてもらって、積極的に
例会に参加していただいて、若いメンバーにロータ

リーを語ってほしい。そして、若いメンバーはそれを
引き継いでさらなる良いクラブづくりに頑張ってもら
いたいということなのです。

どうかシニア会員、先輩ロータリアン、よろしくお願
いします。最後の最後まで、死ぬ最後までロータリア
ンでいて欲しいのが私の切なる願いでございます。

２番目、新入会員へのフォローが足りない。そして教
育が熱心に行われていないのです。これもＲＬＩのお
話をさせていただきます。

あるクラブがリアルのみの例会でした。うちのクラブ
もそうです。そのリアルのみの例会の時に、まん延防
止で休会・休会・休会とつながったのです。せっかく
入っていただいた新入ロータリアンが、リアル例会に
１回も参加することなく退会されたそうなのです。

とても残念じゃないですか、こんなに残念なことない
と思う。そのクラブもフォローはしたと思うのです。
でも、僕からするとちょっとＷＥＢ例会も考えてみな
かったのかな。入れ代わり立ち代わり、その方の家に
行って酒を交わしながらクラブの良いところを教え

て、ロータリーの良いところ、素晴らしさを教えて、
そういった楽しさを教えられなかったのかなと非常に
残念です。

また、われわれの地区内でも新入会員のオリエンテー
ションをしていないクラブもあるのです。私たちのク
ラブは、西村さんに最初作っていただいて、その後は
脇サージェントアットアームから素晴らしいものを

作っていただいて、あれを読んだら１時間くらいかか
るものを 20 分で喋るのです。そういった素晴らしい

基本の中で積極的に行っています。でもやっていない
クラブがある。絶対やってほしいです。

それはなぜかというと、入ってきた瞬間から少しロー
タリー用語を教えて、そしてロータリーの楽しいこと
を教えて、素晴らしさを教えれば馴染みやすくなる。
そして、一日でも早く一緒に奉仕活動、ロータリーラ
イフを送れるようにするためには教育が大事だと思い
ます。

３つ目、その年度の会長・幹事にやる気がないこと。
４つ目、女性会員を入れられないこと。

この４つの壁です。特にこの３つ、会長・幹事は耳が
痛いと思うのですが「やる気がない」
。前年度、前々

年度のことを引き継いでいる会長・幹事のその年度と

クラブというのはじり貧になっていくかなと思いま

一にも、二にも、ロータリーの一丁目一番地は楽しく
するということ。そして元気に活気あるクラブづくり
をする。それは会長・幹事が先頭になってもらう。そ
して理事の方がともに楽しんでもらいたい、というこ
とをお願い申し上げます。

そして、この本の話をさせてもらうのですが、この著
者が会長エレクトの時に決意をして、決断してこの結

果を調べなければ、
このクラブも 64 から 60 になって、
60 代から 50 代になって、じり貧事になっていくク
ラブになっていたかなと思います。

この方が決断したことによって、この 4 つを調べた。
そして、若いメンバーを集めて毎週議論をしたそうな
のです。どうやってこれをぶっ壊すか。

そうしているうちに会員の半数を巻き込んで、3 分の

２を巻き込んで、最終的にはクラブ会員全員でこのす
べてをぶっ壊して、そのクラブはその会長年度に 64
名から 115 名まで増えて、女性会員も０から 7 名に
増えたのです。そして、今は 144 名のビッククラブ

になって女性会員は 14 名いる。そういったリーディ

ングクラブになっているということです。そういった
ことを見習うというか、そういった決断が大事だなと
いうことです。引っ張っていく、それは会長・幹事だ
ということです。

４番目、女性会員を入れられない。うちのクラブも、
いずみさんがいなくなって今は０名ですが、この女性
会員を入れられないクラブは地区内にもたくさんある
のです。でも、女性会員を含めた皆さまのご子息、例
えば「お父さんと一緒のクラブは嫌だ」という方もい
るかもしれません。そういった方８名を集めれば、衛
星クラブというのを作れるのです。この衛星クラブは
柔軟性を取り入れられます。親クラブが４回であって
も、自分たちは２回でいいのです。会費も自分たちの
活動のように考えたらいいので、この衛星クラブの会
員数は本クラブ会員数に含まれます。会員増強に大き
な貢献ができるクラブの１つです。

私も今回初めて分かったのですが、ロータリーの中に
はこのクラブの種類がこんなにあるのです。私たちの

「従来型クラブ」
、そして今の「衛星クラブ」
、そして

2500 地区にもありますけれど「E クラブ」
、これも最

初できた時は「500 円でチョンとやって例会出席か」
と思った方もたくさんいると思います。今はコロナ禍
で時代が大きく変わった時にはこのようなクラブも活
躍しているのです。あと、
「パスポートクラブ」
「法人
クラブ」があります。私が注目しているのは、
「活動

分野に基づくクラブ」です。何か１つを特化して、そ
こを目指していくクラブを作るのです。うちのクラブ
は体を動かすボランティアは苦手なクラブですよね。





ステータスを感じてサロン的に大人になって集まろう

はどうだ」
「こうだ」と言っても皆さん動かないですよ。

動かしてボランティアをしようと思っている方もい

させていただいて。良いことばかりじゃなく、いろい

という会だと思うのです。でも、皆さんの中には体を
らっしゃるかもしれません。そういう人のために下部

組織にこういったクラブがあれば、メイクアップして、
一緒に動いてロータリアンとしての資質アップと自分
に誇りを持てるのではないかなと思うのです。そう

いった血が流れるエスカレータ上のクラブがあっても
いいのではないかな。こういった新クラブがいま求め
られていて、皆さんに新クラブを想像していただきた
いということです。

皆さんご存知のように北ロータリークラブが衛星クラ
ブを設立しました。元々、ローターアクトクラブを提
唱して、今回は衛星クラブを提唱して、自分たちの本
クラブで、この３つのトライアングルでこの地域に奉
仕をしようと考え、作られたのです。それが「釧路北
地域奉仕ロータリー衛星クラブ」です。

これは２年前に平沢会長年度に作った前身のサテライ
トクラブの活動風景です。これは柔軟な考えで奉仕に
特化しようと、
ＲＩの傘下に入らず、年間 2 万円で月
1 回の例会はＷＥＢ例会です。
ＷＥＢ例会がない時は

ボランティア。例えば、掃除に行ったのならばその掃
除 1 回が例会になるというシステムで、この会は主

婦から始まって高校生まで含めて 55 名で作られたの

です。１年間の活動だけです。昨年の平井会長年度に
そのサテライトクラブをグレードアップして衛星クラ
ブが設立され、２カ月前の 6 月にＲＩ認証を受けた
風景です。

この釧路北クラブの何が素晴らしいかというと、だい

ぶ前から柔軟性を取り入れて想像をして、計画をして、

「衛星クラブを作ってみよう」と行動に移した。これ
は敬意を表するものではないかなと私は思います。

その中にも数年前にもやったけど、とん挫をした１年
があったそうです。２年前に平沢会長が決断してサテ
ライトクラブを作って、昨年に平井会長がグレード

アップさせたのです。作ってくれたからこそ 2500 地

区も検証ができるのです。何もやらなくて「新クラブ

でも、せっかく作ってくれたこのクラブの今後を検証

ろありました。悪いこと・反省点・直すべきことをしっ
かりわれわれも共有させてもらって。

ガバナーも仰っていましたが、
「この地区としてどう

いったことでサポートできるのか、今後どういったこ
とをやっていけば地区内の他のクラブが新クラブ設立
に向けて動けるのかを１つ１つ皆さんと共有していき
たい」と思っているところでございます。

結びになりますが、ジェニファー・ジョーンズＲＩ会
長は「ユニークな新クラブ、特に新しいクラブモデル
を受け入れることはロータリーの成長に不可欠だ」と
仰っています。そして「革新的なクラブ、活動分野に
基づくクラブの２つ設立してくれ」と世界のガバナー
に伝えたのです。久木ガバナーは、
「やっぱり公共的

イメージを与える、奉仕で地域にインパクトを与える
ことが重要だ。そして何より重要なのが、そういうこ
とを持ちあげながら会員増強を頑張るということで

す。そのひとつとして地区活動方針で新クラブ設立に
向けた準備をしましょう」と仰っております。

どうか滝越会長、この新クラブをイマジンしてもらっ
て、そういった勉強を皆さんとともにやらせてもらっ
て、そういった勉強をしたことを滝越会長から後藤エ
レクトが引き継いで、今度は計画に移す準備をして、
まだ見えぬミスター X・ノミニーに伝えて。われわれ
は単年度ですけれど、３年後・５年後・10 年後、そ

ういった行動計画を今から練ってつなげていく。そし
て 15 年後、18 年後に 2040 年にはわれわれが存続

しているクラブになって、今よりも会員数が増えて、
この地区のリーディングクラブになって、ビッククラ
ブになって地区を引っ張っていってもらいたいことを
最後にお願い申し上げまして、早口で雑駁で大変恐縮
でございますが、私からの講話と代えさせていただき
ます。

ご清聴、誠にありがとうございました。

本日のニコニコ献金
■邵

■天方
■荒井
■池田

龍珍君
智順君
剛君

一己君

本日、生意気にも講話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。

炉辺会合上期

ご協力宜しくお願い致します。

先日行われた少年野球新人戦の大会で娘が所属するチームが優勝し、9 月札幌で行われる

太陽杯に出場することになりました。ちなみに娘はランニングホームランを打ってました。
商工会議所と青年部主催のヒアガーデンがキャッスルホテル対岸のぬさまえ広場で始まり
ます。明日から 9 月 3 日までです。ぜひお越しください。

今年度累計

61,000 円





