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▲会長挨拶 ▲松尾ガバナー補佐 

                                                 

                                                

会長  藤本 光一 

 

皆さんこんにちは。 

本日は公式訪問前のクラブ協議会となっております。 

加古川中央ロータリークラブより東播第 2 グループ松尾邦光ガバナー補佐、そして随行

の衣笠昭平様にお越しいただいております。後程よろしくお願いいたします。 

さて、先週の土曜日（10 日）に地区にて会員維持増強セミナーが開催され、ZOOM にて

参加いたしました。 

滝澤功治パストガバナー（現 3 地域ロータリーコーディネーター）が「TRY SOMETHING 

NEW（仲間を増やそう）」と題して基調講演をされました。 

世界的にロータリークラブの会員の減少傾向が続いているということですが 7 月現在全世

界で約 117万 1000人ということだそうです。（約 200の国と地域） 

また、日本のロータリークラブの会員数は 1996 年の約 13 万 1000 人をピークに 1999 年

以降急速に減少し昨年 8月には約 8万 6400人までになっています。 

2021年 3月末現在で総クラブ数は 2246（ピーク時は 2340）となっています。（約 170のク

ラブが脱会もしくは合併している。） 

 

そして私たちの 2680地区においては 

1998年の 4152人から今年の 3月末で 2664人（内女性会員数 123人） 

となっており 98年 6月比で 36%減となっています。 

クラブ数は 71 クラブ（今までに 6 クラブが脱会(4)、合併(2)）となっています。 

 

ロータリークラブの会員数が年々減少しているのはなぜなのか。 

経済的な要因、企業数の減少などもありますが、社会的には、1995年に大きな変化が起

こったと考えられます。皆さん、いったい何だと思われますか。 

パソコンの OS Windows95が発売され、急速にインターネットが普及し、ネット社会が形

  

 

 

 会長の時間 



成され、だれもが簡単にありとあらゆる知識や情報を簡単に手に入れることが可能になっ

た。 

それまでは個人がいろんな会合に出て多くの人に出会い多種多様な情報を仕入れると

いうことをしていたわけですが、その必要性が減少しつつあるようです。 

 

また、クラブの運営においても課題があります。 

メークアップの方法、例会の出席率、開催頻度、開催時間、入会金、会費等多くの要因

が考えられます。 

ロータリークラブの会員の減少を喰い止めるべく、課題解決に向け国際ロータリーの 3 年

に 1 度の規定審議会でも（出席、管理、運営に関して）幾度となく“いわゆる規制緩和”を

させてきました。 

2007年、クラブ例会を毎週もしくは月 2回のいずれでもよいと認める。 

2010 年には、E クラブを地区に 2 つまで認めその後、制限を無くす という風に柔軟性を

持たせるような運営に変化してきました。 

そしてロータリーの大きな変化を実感することとして 

 

2016年規定審議会において柔軟性（FLEXIBILITY）の採用 

「例会と出席」「会員身分」の２つのカテゴリーについて 

標準ロータリークラブ定款の条項に従わない規定又は要件をクラブ細則に含めることが

できる。 

 

ただし、この「柔軟性」の意味合いは 

標準ロータリークラブ定款に規定されている要件を緩和することだけではなく、厳格にす

ることも可能とするもので単なる規制緩和ではない。採用するかどうかは強制されない。ク

ラブは自らの判断によって要件を決めることができる。 

クラブの裁量はおおきく広がった分、当然責任も重くなるということです。 

 

以上のことを踏まえながら魅力あるクラブにするにはどうしたらよいか、クラブ内で時間を

かけてよく話し合ってゆきたいと思います。 

 

                                                

１） ☆他クラブニュース 

例会変更のお知らせ 

高砂青松 RC   ◇８月１１日（水）→休会[定款第７条第１節（ｄ）] 

           ◇８月１８日（水）→早朝例会のため 午前６時半～ 於；十輪寺 

           ◇８月２５日（水）→納涼例会のため ２８日（土） 

２） ＢＯＸに、地区より会員維持増強物語の冊子、事業計画・報告書を入れておりま

す。会員維持増強物語Ｐ３８に河合会員のご投稿が載っておりますのでご覧下さ

い。 

３） 次週２０日の例会はクラブ協議会となっております。各委員長様には出席の程よろ

しくお願いします。欠席の場合は副委員長様にお願いしておいて下さい。また本日

配布致しました事業計画・報告書は来週も使用致しますので BOXに置いて帰って

頂くか、次週お持ち頂くようお願い致します。 

４） 次週例会場は加古川プラザホテル２階に変更になっております。お間違いのない

ようお願いします。 

  

 幹事報告 



                       

省 略 ☺ ご挨拶として多額のニコニコを頂いております。 

 省 略 ☺ 松尾ガバナー補佐、随行の衣笠様本日はご苦労様です。 
よろしくお願いいたします。 

 省 略 ☺ 森直前ガバナー補佐、一年間ご苦労様でした。 

 省 略 ☺ ガバナー補佐松尾様､ようこそお越し下さいました。 

 省 略 ☺ ガバナー補佐随行衣笠様､ようこそお越し下さいました。 

 省 略 ☺ 松尾ガバナー補佐をおむかえして。 

 省 略 ☺ コロナワクチンの接種を終えました。少し安心。 

 省 略 ☺ テーブルの花いただきます。 

以上８件 \20,000- 

  本年度累計\121,000- 

 

 

☆ 今 週 会員数 71名 出席 40名 出席免除 16名 欠席 15名   

☆ 欠 席 者 省略 
 

☆ 前 々 週 会員数 74名 出席 46名 出席免除 16名 欠席 12名   

☆ ゲ ス ト 東播第２グループガバナー補佐 松尾 邦光氏 
随行者 衣笠 昭平氏（加古川中央ＲＣ） 

☆ メ ー ク ア ップ 補助金管理説明会 7/9 髙田 
会員維持増強セミナー 7/10 藤本光 

                             

 

  例会場当番 

 ７月２０日(火) 高浜､枝川 

 ７月２７日(火) 長谷川幸､藤本陽 

 

 

 

 

 

6月 12～16日に開催されたロータリーバーチャル国際大会は今年 2回目の開催となり、何千人もの

参加者がオンラインで友情を築き、楽しいひと時を過ごしました。今回のバーチャル国際大会は、新

型コロナウイルスの世界的流行のために台北（台湾）での対面式の国際大会が中止となったことを受

けてオンラインで開催されました。  

20 人以上の講演者、情報豊かでインスピレーションあふれる分科会、インタラクティブな友愛の家や

さまざまなバーチャルのアクティビティやエンターテイメントが含まれたバーチャル国際大会には、約

10,000人が登録しました。  

ホルガー・クナーク国際ロータリー会長は開会本会議のスピーチで、旅行が制限されていたためにク

ラブやプロジェクトを訪問できず、支援や激励を提供することが難しく、自らの会長年度が失敗に終

本日７月１３日(火) ７月２０日(火) ７月２７日(火) ８月３日(火) 

クラブ協議会 
（公式訪問前） 

クラブ協議会 ガバナー公式訪問 
新会員自己紹介 

福谷・長谷川幸 担当 

ニコニコ 

 出席委員会 

 親睦活動委員会 

 プログラム委員会 

2 回目となったバーチャル国際大会でポリオ根絶やコロナ禍終息への進展にハイライト 

 



わってしまうのではないかと心配していたと述べた上で、「しかし、問題と思われたことが利点に変わり

ました。毎日、さまざまな場所のクラブをオンラインで訪問できたのです」と振り返りました。 

1 日で世界中のクラブや地区を訪れることができたのは報いがあったとクナーク会長は述べました。

「バーチャル環境では、一週間で 12 のロータリークラブとそのプロジェクトを訪れることができました。

とてもエキサイティングで報いある経験でした。困難な年度に、皆さんが実施した活動をとても誇りに

思います」  

クナーク会長はまた、コロナ禍によって大きな被害がもたらされ、多くの人にとって大切な人を失うと

いう悲しい結末となっていることにも触れ、「亡くなられた方々に思いをはせ、コロナ禍をできるだけ早

く終息させるためにできることすべてを行わなければならない」と語りました。  

困難な 1 年であったにも関わらず、世界保健機関（WHO）によるアフリカ地域の野生型ポリオウイル

スの根絶が宣言されるという歴史的なニュースがあったことも紹介し、ロータリーがこの進展の勢いを

維持し、世界的なポリオ根絶に引き続きコミットしていくことを奨励しました。クナーク会長は、今年 5

月までの時点で、世界で報告された野生型ポリオウイルスの症例は 2 件だったことも紹介しました。

野生型ポリオウイルスが蔓延している国は、アフガニスタンとパキスタンの 2カ国です。  

バーチャル国際大会ではまた、テドロス・アダノム・ゲブレイェソス WHO 事務局長もビデオメッセージ

を寄せ、ポリオ根絶に引き続き取り組むロータリーを称えました。「新型コロナが蔓延しても、皆さんは

ポリオのない世界というビジョンを諦めないどころか、活動をさらに強化されました」 

テドロス事務局長は、世界的流行によって、対応する体制やリソー

スがない地域社会がある限り、世界への保健的な脅威が高まること

が浮き彫りになったと指摘し、ロータリアンはその事実を理解してい

ると言及しました。「皆さまの公共保健への投資は、未来の世代がロ

ータリーの標語である『超我の奉仕』を指針として生きるインスピレ

ーションとなるでしょう」 

Gavi ワクチンアライアンスのセス・バークリーCEO は、コロナワクチンに関する最新情報を提供し、コ

ロナ禍によって停滞してしまった定期的な予防接種活動を再開することの重要性について語りました。  

バークリー氏は、世界で 14 のコロナワクチンが承認され、14 億人がワクチンを接種したとし、これは

「歴史上最大で最も複雑なワクチン開発」だったと述べました。Gavi は、コロナワクチンへの公平なア

クセスを目的とした世界的な取り組みである COVAX を共同主導しています。来年初頭までには、92

の低所得国に住む 18 億人以上にワクチンが届けられる予定となっているとバークリー氏は報告しま

した。これらの人たちは、この取り組みがなければワクチンの利用ができないと考えられています。  

しかし、コロナワクチンが終息の最終章ではありません。 

「コロナワクチンの利用が拡大していく中、予防接種で得られたことを維持していくことが大変重要と

なる」とバークリー氏。「コロナ禍でもたらされた荒廃から復活し、多様な状況や年齢にある人びとが

誰一人として置き去りにされないよう、活動をより強化していかなければなりません」  

さらにバークリー氏は次のように付け加えました。「Gavi のパートナーとして、国際ロータリーはこれら

すべての活動において主要な役割を果たします」 

バーチャル国際大会ではこの他にも以下の方々が講演しました：  
 
・ブルース・アイルワード、WHO事務局長シニアアドバイザー  

・エリウド・キプチョゲ、オリンピック金メダリスト／マラソン世界記録保持者 

・バネッサ・ナカテ、気候活動家／Rise Up Movement創設者  

・アナ・ロズリング・ロンランド、Gapminder財団副会長  

・サンジ・スリカンサン、シェルターボックス CEO  
 
本会議の司会は、ニュースキャスターでロータリー会員のマーク・ライトさんでした。  

エンターテイメントは次の通り：ザ・フィルハーモニック（ヒット映画 Pitch Perfect 2に出演のアカペラグ

ループ）、Hiplet Ballerinas（ヒップホップとバレエのフュージョンダンスグループ）、アイドリス・グッドウ

ィン（詩人、米国アーティストフェロー）、DDC Breakdance（ドイツを本拠とするダンスグループ）  

バーチャル国際大会への参加者は、料理教室、トリビアクイズ、ダンスパーティ、バーチャル写真ブ

ース、ポリオ根絶のための 5キロウォークなどのアクティビティも楽しみました。 

[バーチャル環境では、1週間

で 12 のロータリークラブとそ

のプロジェクトを訪問できまし

た。とてもエキサイティングで

報いある経験でした] 

— ホルガー・クナーク RI 会長 

 


