
六ヶ所ロータリークラブ例会 2018.9.6（木） 
○岡山会長挨拶 
  皆さん、こんにちは。 
  本日の例会なんですけど、お三方ゲストがいらっしゃいます。まず、

今井 2830 地区ガバナー、ガバナー補佐岡山さん、ガバナー地区幹事中

田さん。この三方をお招きして今日は、会長、幹事面談、クラブ協議会

を開催させていただきました。ご本人を目の前にして、会長、幹事面談

の時にですね、ガバナー月新読んでますか、という風に言われてドキッ

としまして、実際読んではいなかったんですけど、読まなきゃいけない

なと、早速、先ほど読ませていただきました。大変ためになる。やはり

地区でガバナーというのは、ロータリーの道を示していただける一番身

近な方なのかなと思いました。となると、クラブで導かなきゃならない

のは会長なのかなということで、これからですね、心入れ替えて、ロー

タリークラブのお話も私も勉強していかなきゃいけないなと思いました。さらにですね、

ガバナーが言いにくいことを言ってくれたんですけど、出席率の話ですね、私も腐心はし

ておったんですけども、こちらが考えるだけじゃなくご本人にもお考えいただかなきゃい

ねないのかなと、出席率が悪い方となると私も思い浮かぶ方が何名かいるんですけど、そ

の方に問題意識を持っていただこうかなと。是非ですね、例会に出席できなければ、別な

例会に出席いただくとか、他のクラブのメーキャップをしていただく方法もあるでしょう

し、クラブの公式行事に参加いただくこともございます。そういった出席率を改善するた

めの方法を示すのも執行部の役目かなと思っております。ということで、色々問題がった

らそこを指摘するんじゃなくて、改善の提案をしていくことが前向きなお話なのかなと思

っております。 
 
○幹事報告（佐藤（進）さん） 
 今後の予定を連絡致します。 
①夜例会 
 9 月 18 日（火） 三沢市内（わがや、会費 5,000 円） 

 ②ジュリアンさん来日歓迎登山 ぼんてん山の清掃ウォーク 
 9 月 23 日（日）8:00 集合、下山後 BBQ 懇親会 会費 2,000 円、 
③地区大会 

  9 月 28 日（金）、9 月 29 日（土） 
 ④チャリティーゴルフコンペ 
  10 月 6 日（土）八甲田ビュー 
 ⑤ロータリー杯少年野球大会 
  10 月 6 日（土）、予備日 10 月 7 日（日） 
 
○誕生日のお祝い 
 小川さん、種市さん おめでとうございます。 
                     
 
 
                                



○根路銘さん（青少年交換委員会） 
 先週、土曜日オリエンテーションにジュリアンと一緒に参加してきた。イン

バウンドの子 3 名、ジュリアンさん含めて女子が 2 名、男子 1 名。それから

帰国学生も参加して、体験談等を話してもらいました。地区のほうからも注意

事項がありましたので、後でカウンセラーと調整したいと思います。 
 
 
 
○今井ガバナー卓話 
 今井でございます。出身は弘前ロータリークラブです。ロータリーに入っ

て 23 年目になりますけれども経験は長いですけど、ガバナー補佐の経験も

なく、今回ガバナーになっております。きちっと勉強しなきゃいけないんで

すけど、まだまだ勉強が足りなくて、皆さんと一緒に勉強していきたいなと

思っております。 
 先ほど、会長に説明もしないで叩いていただいたんですけど、金のけんし

ょうでございます。これは日本にロータリーができて 2 年後に 100 周年を迎

えるということでございます。東京ロータリークラブで 1920 年の 10 月 20
日に出来て、100 周年ということでございます。その 100 周年の記念事業の一環として各

地区に金のけんしょうをいただいたという風なことでございます。 
 今日はですね、私のスローガン、11 の目標を掲げましたので、その背景とか現状等をお

話したなと思います。まず、先ほども唱和いただきましたけど、ビーザインスピレーショ

ン、これはロータリアン向けに発表されているテーマですのでロータリー運動するための

きっかけとか、刺激、ヒントあるいはモチベーションみたいなものは沢山あるよという風

なことで、是非、刺激をする人になってほしいということでございます。人はですね、潜

在的に良いことをしたいとか、人のためになりたい、奉仕活動したいという気持ちがあり

ます。是非、そういう人の気持ちを引き出してほしい、火をつけてほしい、モチベーショ

ンを高めてほしい、そういう人になってほしい、インスピレーションになろうということ

でございます。最近、お伺いして喋っているのは、着火マンになってください。人が持っ

てる奉仕の気持ちロータリー運動しようという気持ちに火をつけてほしいという風なこと

でございます。 
 それを踏まえて地区のスローガンをロータリーの素晴らしさを伝えるという風なことに

しております。ご存知のとおりロータリーは色んな素晴らしい活動をしております。それ

から青少年交換ということもやっておりますし、色んなプログラム、研修制度もあります。

何と言っても皆さん方です。素晴らしい人達が集まっている団体でございます。そういう

ロータリーの楽しさを色んな状況、場面でですね伝えて同士の仲間を沢山増やしていただ

く。今以上にロータリー運動を拡大していきたいなという風な気持ちでございます。 
 11 の地区の目標を掲げています。これを少しお話ししていきたいと思います。まず、今

世界のロータリークラブの数は 3 万 6 千クラブくらいです。会員数が 123 万人となってい

ます。4 人から始まったロータリークラブですので、随分増えたな、クラブの数も増えたな

ということですけど、実はこの 20 年近く会員数が 120 万人からほとんど増えていません。

ある意味頭打ちの状態になっているということでございます。一方、日本はクラブの数は

2265、これもほとんど増えていない。会員数が一時期 13 万人いましたので当時から見ると

3 割減っています。こういうことで、国際ロータリークラブはですね、なかなか会員が増え



ていかないねと、会員の平均年齢も上がっていくし、国とか地域によってはクラブの数さ

え減ってるという風なことです。それでロータリークラブがですね時代の変化についてい

っていないんじゃないかという危機感を持っています。2830 地区の会員の動きでございま

す。大分前に秋田と分かれた後でございます。2001 年、2002 年あたりは 1350 人の会員が

いました。それが段々減っていって 1000 人そこそことなっております。在籍 7 年以上の方

はお分かりでしょうけど、7 年前のガバナー長内さんが、当時の地区のスローガンをミラク

ル 1200 と掲げたのを記憶にある方もいらっしゃると思いますけど、当時ですね、地区の会

員数が 1200 を割ると他の地区と合併しなさいと言われる。合併したくないということから

何とか 1200 まで戻したいということでミラクル 1200 と掲げたんです。それ以降に少し増

えてきております。昨年度の期の途中で 1200 を越えたんですが、ただ残念なことに 9 月末

では 1191 人とまた 1200 を切っております。2013 年のロータリークラブの法律を決める会

議があるんですけど、そこに 1200 という水準を 1100 にしてくれという風なことを青森県

の提案で上程しまして何とか通ったんです。ですから今は地区で 1100 人を切らなければ合

併しなさいとか、廃止しなさいと言われることはない。だけども早く 1200 あるいは 1300
まで戻して行きたいなという風に思っています。 
 これは 2830 地区が 6 つのグループに分かれております。昔だと分区という言い方をして

おりました。そこにひとりずつアシスタントガバナー、ガバナー補佐、昔で言えば分区代

が席を置きます。ここで言えば岡山さんです。東第一グループになっています。クラブの

数が 7 つ会員数が 171 人、女性の比率が一番少ない。女性がいないクラブが 41 のうち 14
か 15 あります。一番ロータリークラブの運動が活発なのが南です。南は八戸のほうです。

ここにはクラブの数が 9つ会員数も 300近く女性比率も一番高い。中というのは青森です。

人口 30 万人の市にクラブが 4 つしかない。女性の比率は県内平均よりも高い。そういうグ

ループごとの特徴がある。 
 これらのことを踏まえて、地区としては会員を増やしていかなきゃいけないということ

で、各クラブに 1 名以上増やしてくださいというお願いをしています。多様性のある方々

を仲間にしましょうということから、是非、40 歳未満の若者と女性にも目を向けていただ

きたいということでございます。先ほどの会議で何とか 2 名は増員したいというお話をい

ただいたので、六ヶ所ロータリークラブの目標は達成できるのではないかと思っています。

それから、ただ、じゃ会員を集めればいいのかというと、それも大事ですけど、辞めさせ

ないということも同時に大事だろうということで、何か手段はないかと考えた時にメーキ

ャップしかも 3 年未満のロータリアンのメーキャップを地区の方で負担しましょうという

ことを考えています。これはですね、メーキャップに行くためには、先輩なりスポンサー

と一緒に行くわけです。あるクラブでは、会長とともにメーキャップしましょうという計

画を立てて、会長さんがついて行くという風にしているクラブもあります。いずれにして

も先輩なり、スポンサーが一緒に行くわけですから、ちゃんとクラブとして新しい方を面

倒見るということになりますし、よそのクラブを見るとよそのクラブの良さも分かるし、

逆に自分のクラブの良さも分かるということで、ロータリークラブの理解も早まる、深ま

るということになればいいなということです。 
 ガバナーとしての一番の任務が新しいクラブの設立と言われております。中グループに 4
つしかない。浪岡はもともと 2 万人人口がいるがクラブがないもんですから、何とか中グ

ループ所属の浪岡地区に新しいクラブを作りたいということでアドバルーンを上げた訳で

す。 
 次は、ロータリークラブの好循環ということで、まずクラブの会員が増えていけばクラ



ブが変わってきます。明るくなる、元気になる、活性化する。それから会費が沢山入って

きますので、資金が潤沢になる。それを活用して更なる奉仕活動が出来る。それが世間に

知られていってロータリークラブの公共イメージが向上して、そういうことであれば私も

一緒になって活動したいねという人も増えてくる。という風な良い循環になっていけばい

いなと思っています。まず、会員を増やしましょうということでございます。 
それから、とかくロータリークラブは寄付集めの団体かと、強制的にお金を集められて

知らないところで使っているのかといわれることもあるんですけど、決してそうではない

という話をしたいと思います。寄付の一つが財団です。5 月末で一人当たり 96 ドルという

ことです。残念ながら 34 地区中 28 位と下位に低迷しています。1 位は埼玉の都市部のほ

うです。ここがうちの倍くらい集まっています。一番下が秋田です。いずれにしても下位

の方だということです。お金の流れなんですけど、仮に 1000 ドル財団に寄付したとすると、

3 年後ですけど、その半分は地区の奉仕活動で使ってくださいということで、地区財団活動

資金に 500 ドルきます。もう半分が国際的な奉仕活動に使ってくださいということで 500
ドルいきます。500 ドルのうちその半分が地区補助金として使ってください。あるいは使え

ます。それから地区でも国際的な奉仕活動をやっております。そのときは地区で出したお

金と同額が国際財団活動資金の方からきます。いずれにしても強制的に寄付を取られて知

らないとこで知らないうちに使われているということではないということです。ちなみに

2830 地区がやっているグローバル補助金、補助事業ですけどもこれは 3330 地区と水の浄

化装置の設置という事業をここ何年かやっております。そう一つ同じ地区で脳卒中の予防

事業を今年から始めるということで、国際奉仕にもお金を使っています。先ほど 3 年後と

いう話をしたが、実は 3 年前は寄付が一番少ない時期だった。少ないんですけど私の方針

として地区補助金を全クラブ申請してくださいという目標を掲げた訳です。トータルの金

額が少ないのに全クラブが申請すると今まで 10 万円もらってたのが、5 万円しかもらえな

いとなるといけないということで、その足りない分は地区から助成しますということにし

ております。今年の地区補助金は、結果的に 41 クラブ中 31 クラブから申請があったとい

うことです。去年から見れば 5 クラブ増えています。今年の事業に対しては、六ヶ所ロー

タリークラブはエントリーしていなかった。来年度についてはエントリーするということ

でいいんですか。 
もう一つの寄付が米山奨学金です。これは米山の奨学生に奨学金を渡しているというこ

とで分かりやすい事業なんですけど。全国の採用枠、地区の採用枠というのがありまして、

全国はですね今年度の寄付金の収入見込みを立てて割り算して、最近だと 780 人とか 750
人ていうのが採用枠なんですけど、2830 地区の採用枠は 10 人になっています。今助成し

ているのは 11 人です。個人平均の給付額は 3 割を占めます。寄付金の総額、大きい地区で

会員数の多い地区は有利になります。普通寄付は 3000 円お願いしている。個人が行う特別

寄付も関係してくる。対象となる留学生の数が何人いるかということでだしていきます。

2830 地区のように小さい地区でも個人平均額で頑張れば採用枠が増える可能性がある。と

いうことで特別寄付を一人 2 万円お願いしたいというのはそういうことでございます。実

績がどうなっているかというと昨年度でトータルで1100万円米山の関係で集まっています。

地区で比較すると一番少ない。一人当たりは 32 位となっています。 
今、国際ロータリークラブでは、ローターアクトクラブを作ったのはいいけどもきちん

と面倒をみてこなかったなと反省に立った、きちんとローターアクトクラブ面倒見てくだ

さいよと、ローターアクトクラブ卒業したらロータリークラブに入ってくださいと。ロー

タリークラブの予備軍としてローターアクトクラブを面倒見てくださいということで、最



近、脚光を浴びているということでございます。現在、青森、八戸、弘前、五所川原、そ

れから今年の 4 月にむつに新しくローターアクトクラブ、これは 18 歳から 30 歳の方が会

員となっております。これを見ると地域的なバランスから言って十和田にあってほしいね

という風なことで、十和田に是非作ってくださいとお願いしています。六ヶ所ロータリー

クラブでは直にローターアクトクラブをお世話してないんですが、該当の方がいらっしゃ

ればご紹介いただきたいと思います。 
マイロータリーの登録比率ですが、60%登録してくださいということで最終的には 100%

ですけど、今六ヶ所は 15%強となっています。2830 地区平均が 24.4%ですので、平均より

も下回っている状況です。是非、登録をお願いします。 
次はロータリークラブに対する世間のイメージです。ロータリークラブというのは聞い

たことあるけど何をやっているのか分からない。ライオンズとの違いが分からない。金持

ちのおじさんたちが道楽で道路のごみ拾いなんかをしているというイメージで、個人的に

は、道路に落ちているごみをみんなで拾うのがライオンズで、道路にごみを落とさないよ

うに教育するのがロータリークラブという風に答えているんですけど。以前からロータリ

ークラブってのはこんなことやってます。これをロータリークラブ的にしました。あまり

そういうことを言わないのが美徳だと言われてきて、その結果、会員数があまり伸びない

し、運動が拡大していっていないんじゃないかということでございまして、もっともっと

ロータリークラブを PR していかなきゃいけないという風なことで、地区の一番上の目標に

掲げたのがロータリークラブのイメージの向上ということでございます。 
ロータリークラブで一番大きな奉仕活動あるいはロータリークラブの最優先事項と言わ

れていますのがポリオ撲滅です。ポリオというのは小児麻痺のことです。これに取り組ん

で一番手こずるんじゃないかと言われたのがインドでございまして、人口が多いもんです

から、インドで撲滅に成功したもんですから、これは世界でも撲滅できるだろうと信じて

今やっております。今残された国がアフガニスタンとナイジェリアとパキスタンとなって

います。ナイジェリアについては、今月、最後の発症から 2 年間発症していませんので、

最後の発症から 3 年間発症しなければ、その国、地区で撲滅したと宣言がなされます。で

すからナイジェリアは大丈夫かと思いますけど、あとアフガニスタンとパキスタンという

ことでございます。最後までやり遂げるということでやっています。 
各クラブに戦略計画委員会を作ってくださいとお願いしています。これは中長期計画委

員会だったんですけど、10 年後も 20 年後もただ名前が残るのではなくて、元気なクラブ

として生き残っていくためにどうしたらいいのかということをみんなで考えていただきた

いということです。昨年 34 地区で 5 つの新しいクラブができましたけど、4 つのクラブが

解散したり合併したりで無くなっています。ロータリーの友の 8 月号を見たら 6 月末で国

際ロータリークラブ脱退したクラブが 7 つありました。 
最後のところにロータリー賞にチャレンジしてくださいという目標も掲げています。こ

れはロータリー賞を獲ることあるいは地区の 11 の目標を達成することが目的ではなくて、

ロータリー賞で言えばどの項目にチャレンジするか、またそれで取り組んでいくことが元

気なクラブ作りに繋がっていくんだろうと思っていますので、みんなで相談しながら取り

組んでほしいなと思います。 
  これは昨年発表されましたロータリークラブの目指す姿ということで、私たちロータリ

アンは、世界で地域社会でそして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために人々

が手を取り合って行動する世界を目指しています。かくありたいと思います。それからこ

れはポールハリスが仰ってました。ロータリーが私たちにとって何を意味するにせよ世界



はその活動成果によってロータリーを知るのです。ということでございます。ロータリー

とは何ぞやとか私にとってロータリーは、あるいはロータリー感みたいなものは一人ひと

り違ってもいいと思います。ただ、世界がロータリーを知るのはその活動成果なんだろう

と思ってます。と同時に世間は我々一人ひとりを見ているという風に思っています。自戒

を込めて言いますけど、何とかロータリアンにふさわしい言動をお願いしたいと思います。

いずれにしてもロータリーというのは素晴らしい奉仕活動をしております。素晴らしい人

達が集まった組織でございます。是非、その素晴らしさを色んな人に伝えて同士、仲間を

沢山集めてロータリー運動を益々活発にしていって世界の人達が幸せになるようにしてい

きたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 
 
○ジュリアンさん 
  こんにちは。 
  この土曜日、根路銘さんと私の最初のオリエンテーションに行きました。  

全面的にうまくいったと思い、我々は 2 人のキセイと今後の可能性のある  
遠足について議論した。また、他の 2 人の交換留学生に会う機会を得まし 
た。お互いのケンケンに興奮しています。私の学校生活よくあったと言っ  
て嬉しいです。私ままた日本語に熱心に取り組んでいます。それ以外は部 
活動を始めることを願っています。ご支援いただきありがとうございます。 

 
○ニコニコ BOX 
 今井ガバナー、 
 ガバナー事務局、 
 岡山ガバナー補佐 
 
○出席率 
 72％ 


