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＜点   鐘＞  会長 平林 英一 

＜ロータリーソング＞それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 

＜本日のゲスト＞ 
国際ロータリー２６３０地区 

ロータリー財団推進委員長 小笠原 まき子 様 
国際ロータリー２６３０地区 
地区事務所 事務局員  服部 あゆみ 様 

 
＜会長の時間＞  会長 平林 英一 
 

大人の精神的、経済的貧困化から日本の将来が危ない。 

昔から、親が子供をしっかり育て、逆に親が老いたら子供

が親の面倒を見ることは当たり前と考えられていた。 

ところが、最近は、親も子供も無責任な人間が、増えてい

るような気がします。 

面倒を見たくても見ることができないという人もいるか

もしれませんが、でも、おかしいと感じることが世の中に

起きています。 

日本の社会保障の充実化が、個人個人大人としてするべき

ことなのに行政に責任転嫁をしているようにも思えます。 

昭和の時代までは、親子同居の世帯も多く、老いた親が経

済的にも肉体的にも子供の世話になることに対し抵抗感

は尐なかったような気がします。 

それが、核家族はどんどん増え、老いた親も、子供の世話

にならないのか、なれないのか疑問ではありますが、福祉

国家といわれる北欧の国を求めているのかもしれません

が、わがままで頑固であるが、尊厳を大事に考える大人が

尐なくなった。 

尐子高齢化が進めば進むほど国の財政はひっ迫し、高福祉

が続くわけがないのにおかしな世の中です。 

その負担のしわ寄せは、国民に、特に若者はますます経済

的に疲弊し、結婚はしない、子供を育てることが難しく子

供を産まなくなる。そしてどんどん高齢化は進む。大変悪

循環が続いているのではないか。 

一人前の人間に育てるのに最低 20年かかるのですよね。 

 

 

＜幹事報告＞      幹事 新宮 一郎 
 

○ロータリーの友事務所より 

・2010～2011年度事業報告書 

・2010～2011年度財務諸表 

＜比国育英会バギオ基金より＞ 

・2010年度事業報告書の送付と基金への寄付のお願い 

 

＜表  彰＞ 
＊ロータリー財団 

べネファクター 平林 英一 

べネファクター 新宮 一郎 

＊ロータリー米山奨学記念奨学会 

米山功労者 第１回 新宮 一郎 

米山功労クラブ 第１４回 

 

＜年次総会＞ 
次年度理事役員の承認 

ＩＭ収支報告 

 

＜本日のプログラム＞ 

会員開発委員会  橋本 委員長 

 

「新会員の開発、および全会員の質の向上に努める」事を

目的にした事など「女性ガバナーと共にした代表幹事の体

験談、女性会員の増強」そして、ロータリー財団地区委員

としてのお話をお願いします。 
 
卓話：国際ロータリー２６３０地区 

ロータリー財団推進委員長 
小笠原 まき子 様（桑名北ＲＣ） 

 

 

［テーマ］ 

 “一人ひとりが実践しよう：会員の推薦と維持” 

   ＊地区研修委員長 由良久様   

          （７月地区会員強委員セミナーより） 

◆会長  平林 英一   ◆幹事  新宮 一郎   ◆会報委員長 岩本 正樹   ◆会報担当 村瀬 祐治 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

904 回 
51 名 51 名 40 名 － 78.43% 

前々回 

902 回 
49 名 49 名 43 名 2 名 91.84% 
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＜出席報告＞ 創立 1991年 5月 20日 
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   ・会員基盤の維持拡大は会員一人ひとりの責務であ

る。 

熱意と意欲＋手法（知識・経験・ 技能）が不可

欠です・・・    

＊2011～12年度 地区拡大増強委員会目標 

『会員増強・維持』 

・職業分類の点検と見直し、未充填分野の職業人を開

発 

・女性会員を増加させる（会長賞） 

   女性会員が入会し易い雰囲気作り。 

   女性会員ならではの企画に取り組む。 

・若手の会員（４５歳以下）を勧誘する（会長賞） 

・入会３年未満の会員を対象としてロータリーについ

て研修。 

   炉端会議（ファイヤーミーティング）の実施。 

   飲みにケーションは込みにケーションに通じる。 

 

＊現況報告：日本では =１３年連続会員減尐  

（256名減尐／2008年比）  

    当地区では=会員数 3156名（内 98名女性）   

＊女性会員数動向     

国際ロータリー:2010～11:地区数 530/女性ガバナー82名         

2011～12:地区数 532/女性ガバナー84名       

日本ロータリー:2001年度: 女性会員数／2521名 

2011年度：女性会員数／3858名（増員） 

 

＊ロータリー綱領：「より多くの人のために役立つこと、

奉仕の機会を得るために仲間を増やし知り合いを広めそ

の交流を深めよう」の実践とあります。 

ロータリーアンの責任と義務を果たしましょう。  

 

＊ロータリー財団は“世界でよいことをしよう”をスロー

ガンにしてポリオ撲滅や人道的支援そして奨学生支援な

ど世界レベルの社会貢献活動を展開しています。 

Ｒ財団１００周年を迎えるにあたり「未来の夢計画」を実

施してます。 

11月号ロータリーの友を今一度お目通しください。 

 

 

＜12 月のお祝い＞ 
 

 
♫会員誕生日♫ 

三浦 和美   Ｓ２５年１２月 １日 
永田 富次   Ｓ１３年１２月 ７日 

 

♫夫人誕生日♫ 
中田 專太郎   和子   １２月 ９日 

水川 巧     由美子  １２月１０日 

渡辺 修治    珠恵   １２月１４日 

下田 徳彦    尚子   １２月１６日 

津田 久嗣    恵美子  １２月１９日 

大保木正博    須美代  １２月２３日 

 

♫結婚記念日♫ 
水川 巧     Ｓ５６年１２月 ２日 

高殿 尚     Ｈ１５年１２月 ６日 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

本日はお招きありがとうございます。女性会員の味方とな

るような元気卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致し

ます。  桑名北ＲＣ 小笠原 まき子 様 

 

本日はお招き頂きありがとうございます。  

 地区事務所 服部 あゆみ 様 

 

桑名北ＲＣ 小笠原まき子様 地区事務局員 服部あゆ

み様 ご来訪ありがとうございます。小笠原様には卓話を

よろしくお願いします。また、例会体験出席の久金はる美

様、ありがとうございます。   理事役員一同 

 

地区ロータリー財団推進委員長 小笠原まき子様、地区事

務所局員 服部あゆみ様、ようこそ高山中央ＲＣにおいで

下さいました。卓話をよろしくお願いします。  

久金はる美さん、ようこそおいで下さいました。とても楽

しいクラブです。今日は小笠原さんの卓話の日で、とても

いい日です。偶然ですが縁があるようですね。平林 英一 

 

小笠原様、オブザーバーの服部様、遠方の所ありがとうご

ざいます。ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

 橋本 修 

 

桑名北ＲＣ 小笠原まき子様、2007～2008 年度、私が会

長の時、地区代表幹事以来のご来訪ですので大変嬉しく感

じます。本日はよろしくお願いします。久金さん、本日は

例会を楽しんで行って下さい。 松之木 映一 

 

 

 

 

久金はる美さん、オブザーバー出席を歓迎します。是非、

入会して頂きます様お願いします。 村瀬 祐治 

 

久金さんようこそ当クラブへ。入会をお待ち致しておりま

す。 坂之上 健一 

 

久金はる美さん、ご来訪頂きありがとうございます。ご入

会楽しみにしております。 長瀬 栄二郎 

 

昨日、金沢へスキー場のキャンペーンに行って来ました。

この冬、国体のスキー競技大会が朴の木・鈴蘭スキー場で

開催されますので応援して下さい。来週は市議会のため欠

席します。   西倉 良介 

 

早速、預金口座を開設いただきありがとうございました。 

 大原 誠 

 

１０月１１月と私および妻の誕生日のお祝い、結婚記念日

お祝いありがとうございました。 岡﨑 壮男 

 

誕生日にお花を届けて頂きありがとうございました。もう

尐し休ませて下さい。 三浦 和美 


