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３０周年 新たなる一歩へ！ 会長 岡本隆一

次回の卓話

「半期を顧みて」
岡本隆一 会長
原田俊彦 幹事

2020年12月3日

第1358回 例会報告

会員数 出 席 出席率 前々回訂正出席率
19人 17名 89.47％ 11月19日 100％

第2580地区ガバナー
野生司 義光(東京小石川RC)

本日のプログラム

夜間例会

■ 例会日 毎週木曜日 １２：３０～１３：３０ ■ 役 員 ／ 会 長 岡本 隆一
■ 例会場 〒103-8520  東京都中央区日本橋蠣殻町2-1-1 会長ｴﾚｸﾄ 原田 俊彦

ロイヤルパークホテル TEL 03-3667-1111・FAX03-3667-1615 幹 事 原田 俊彦
■ 事務局 〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-1-5 Ａビル６Ｆ 副 幹 事 田中 保

TEL 03-5637-4608 ・ FAX 03-5637-4611      
E-mail  tokyobay@club.email.ne.jp 会報委員長 市川 英治
HP https://tokyobayrotaryclub.com

Rotary Opens 
Opportunites

ホルガー・クナーク会長

国際ロータリー 第２５８０地区 東分区
VOL.30 NO.20 第1359回 2020年12月10日

＜会長＞
・なし

＜幹事報告＞
・なし

＜委員会報告＞
・なし

＜伝達・贈呈＞
・12月の記念日：会員お誕生日：4日 丸山会員(記念品贈呈)

結婚記念日:1日 市川会員ご夫妻、6日 原田会員ご夫妻、
19日 三宅会員ご夫妻

・米山奨学金贈呈

■ 点 鐘

■ ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」

■ ゲスト グエン・マイ・アインさん(米山奨学生)

■ ビジター なし

1２月３日のプログラムは「年次総会」でした。
・前期及び今期10月までの会計報告
・2022～23年度、会長指名及び承認
・2021～21年度、理事役員選出について

ニコニコボックス岡本 隆一君 本日、年次総会、よろしくお願いします。
原田 俊彦君 本日、年次総会、よろしくお願いします。
波多野幸雄君 金婚記念日で京都に旅行して参りました。Go toトラベルで混んでいるかと心

配しましたが、あんがい人の数は少なく、のんびりしてきました。
丸山 文人君 小生８６才になりました。ロータリーも30年になり、ゴルフをやりながら、元気で

がんばりります。よろしく。
森 達郎 君 今週は還暦のお祝い週間で皆様からお祝いしてもらいました。密は避けてもらい

ました。安全です。
林 茂男 君 本日、地区職業奉仕委員会です。行って来ます。年次総会、失礼します。よろしく。
石渡 秀雄君 会社の引越しでバタバタしています。これから整理にどれ位かかるのか・・・なん

とか年末までには終わらせたいです。
許 瑛子 君 大変遅くりましたが、昨年11月に結婚しました

娘へのお祝いをありがとうございました。娘夫婦
は茹でたトウモロコシが冷めない距離に住み、楽
しそうに仲良くしております。あとは孫を待つばか
りです。

荒井 節子君 今日はウッカリ三越前で降りてしまい、駅でウロウ
ロ。いつものところにエスカレータ―がな～い！半
蔵門線の揺れはウトウトに拍車がかかったみたい
です。

野木 芳宏君 年次総会、よろしくお願い致します。
金子高一郎君 本日は年次総会、宜敷くお願い致します。
田中 保 君 今日は年次総会、よろしくお願いします。
水谷 文彦君 年次総会、がんばって下さい。
武内 次男君 年次総会、よろしく。
工藤 久志君 年次総会、宜しくお願いします。
土屋 東明君 年次総会です。原田さん、宜しくです。

合計 ３２，０００円
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３０周年記念寄稿
2012-13PAG 林 茂男

－この１２月でロータリー前期を終了することに因んで –

第十一回 ロータリーの現状と今後どうする
クラブ自治権をもってクラブ再興を！！

◎とにかく、半世紀以上かけて築いた諸規約を廃止ないしは緩和し続けて現在に
至っています。殊に、極端に過去の規定審議会での決定事項
２００１年 ・一業一会員制（二大原則）変更
２００４年 ・Eクラブ出現

◎近３年の審議会で・・
２０１３年 ・専業主婦がロータリークラブに正会員として入会可。
２０１６年 ・入会金の規定廃止

・例会と出席に柔軟性／毎月最低２回
・会員身分と職業分類に柔軟性（職業分類を削除）
・人頭分担金増
2017-18年度から2019-20年度まで毎年１ドルずつ増額。

２０１９年 ・メークアップを同じロータリー年度内に行うことが出来る。
・人頭分担金の増額 2020-21年度から2022-23年度まで、年
に１ドルずつ増額する。

◎今年までの会員推移状況
日本全国 第２５８０地区

２０１０年７月末 ９０,５１９ ３,２１１
２０１５年７月末 ８８,０３６(-2,483） ３,０２２(-189)
２０２０年７月末 ８６,３５３(-1,683) ２,９０２(-120)
（2010-2020の10年間で4,166名減） （309名減）

◎去年と今年の１年間
２０１９年７月末 ８８,９３５ ３,０２３
２０２０年７月末 ８６,３５４ ２,９０２
(この1年間で2,581名減) （121名減）

※１年で３０人のクラブが
４クラブ消滅したことになる。

◎第２５８０地区、各クラブの現況
・例会を月２回にした。
・出席は一応とっている。
・メーキャップを年度内にした。
・夜例会になった。
・入会金を減額した。
※上記のように改定したクラブが出はじめている。

RIが会員増強にかなり強行のエネルギーを注いでいるが、日本全国と、我が
第２５８０地区は会員減に著しいものがある。

続く↗

東京ベイも今期３０周年上期終了時、日本ロータリーも正念場を迎えている。
例会の数、出席、メーキャップ、職業分類、入会金を大幅に緩め、みなしロータ
リアンもロータリアンと認めるなどしても会員減が止まらない。
今年度もガバナー公式訪問で「会員増強、退会防止、公共イメージ向上」をと力
説して帰られたが具体策を教えず、果たして如何なものか？

“クラブ自治権をもって、自分のクラブは自分で守る、が出来ないか？”を考え
てみよう！！

この現況で
東京ベイロータリークラブも３０年、第２５８０地区／７６クラブのうち、３０
周年を越えるクラブが６０クラブで７８％の多さを数えていることから考えると
それぞれのクラブに皆で作った輝かしい実践があるはずだ。
この際、皆で考えてみよう。
◎培った、精神伝統があるはずだ。
◎培った、友情、思いやりがあるはずだ。
◎培った、ファミリーの特徴があるはずだ。
◎培った、忘れてはならぬ良い事、悪いこと、かけがえのない色々なことを学
んだはずだ。

◎会員個々の経験と共に皆で作り上げてきたクラブライフが出来ていた。
◎ロータリーからServiceの精神を学んだはず、そして、その実践があった。
◎ロータリーの原点に沿った思想、精神も完全ではないが踏襲してきたではな
いか。

◎クラブ内の人間・・人と人との間柄の美学もあったではないか。
◎会員個々の成長、向上があったはずだ。

上記のような自分のクラブの培ってきた、或いは、作り上げてきた
“共有財産”が現存する。 そう思いませんか？

従って、ここで
ロータリーの原点をもう一度おさらいしてみよう！！
「人間は、本来、如何にあるべきかという倫理を守る人間、道徳を守る人間を作
ることによって世の中を明るくしていこうという運動体」

「ロータリアンに奉仕の心を授け、倫理を提唱していく団体、即ち、ロータリア
ンに心の開発を第一義とする団体であります。

ロータリー精神、思想を遂行するための原点

ロータリーは完全に疲弊している・・・が、もったいないではないか、歴史が、
仲間が、数々の奉仕の実績があったはずではないか。

今こそ“自分達のクラブは自分達の力で”
クラブ自治権をもってクラブの再興を！すべき。

ロータリーの精神、職業奉仕精神を理解のもと、クラブ奉仕の内容それぞれを
我々の力で熟慮、吟味、検討し実行する時が来た。クラブに対する期待を会員
各々が集中して行動すべき時が来た。
今いる会員は原石で、磨けば光り、自己研鑚と共に成長、向上し、高まり、親睦
のうちに世の中を正しく明るくする使命を持って実行出来るに違いない。


