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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 
＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 
＜本日のビジター＞ 
高山西ロータリークラブ  寺田 昌平 様 

 

＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

今日の例会担当委員会は、プログラム委員会です。山本

エレクト宜しくお願い致します。 

平塚湘南クラブとの交流会に参加された皆様、異常な悪

天候の中、２日間ご苦労様でした。 

本日の会長の時間は、人手不足が深刻化している介護職

員や保育士の話を致します。 

人手不足なのに、賃金が上がらない職種が、介護士や保

育士だそうです。なぜか？それは、国や自治体が定めた公

定価格によってサービスの値段が決まっているからで、値

段が先に決まっている以上、企業としては、その中で赤字

にならないよう帳尻を合わせるしかない。国が価格を統制

している限り、賃金に回せる原資には最初から制約があり、

人が人の面倒を見て対価を得る事業なので、原価を下げる

効率化の余地も少ない職種です。 

高齢化が進む時代に、人手不足で介護できないとか？サ

ービス低下で入居者不満爆発とか？他人事でない不安を

感じます。 

健康で長生きは、ベストですが、長患いで、長生きはし

たくない時代ですし、介護する人が人手不足で、長患いが

出来なくなる時代が来るかもしれません。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 
 

◎国際ロータリー第 2630 地区ロータリー財団部門委員長

より 

 ・「地区資金申請」承認のお知らせ  

○高山西ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  ５月３日（金）休会 法定休日 

  ５月１７日（金）→１５日（水）１０：００～ 

   台北東海ＲＣ歓迎新緑例会のため 

   上高地：ホテル高山アソシアリゾート 

   

＜高山市都市提携委員会より＞ 

 ・平成２５年度高山市都市提携委員会会議開催のご案内 

  日時：５月１日（水）１４：３０～１５：３０ 

  会場：高山市役所 ４階会議室 

＜飛騨高山国際協会＞ 

 ・平成２５年度飛騨高山国際協会通常総会開催のご案内 

  日時：５月１日（水）１３：３０～１４：３０ 

  会場：高山市役所 ４階会議室 

＜会報＞ 

・平塚湘南ＲＣ 

 

 

＜本日のプログラム＞  
 
ロータリークラブの変化 

剱田 廣喜 
 

①会員制度は大きく変わり、職業

分類の原則は残りましたが、一業

一人制は崩壊し、会員数が 50名ま

でのクラブは 5名まで、51名以上

のクラブでは、会員数の 10％まで

の正会員を選挙する事が出来るよ

うになりました。 

②従来は毎週 1回の例会に出席し、メークアップは定例の

時の前後 1 週間以内とされていましたが、1995 年以降定

例会の前後 2週間以内となりました。 

③従来、奉仕活動の中軸であった職業奉仕が忘れ去られ、

人道主義に基づく奉仕活動がロータリー奉仕活動の主流

となり、且つその中心は同額補助金を適応した世界社会奉

仕となっています。 

④ロータリー・モットーの変遷 

最近の国際ロータリーの状況を見ますと、プログラムは

多様化し、拡大されて、組織的に目覚ましく発展したもの

の、一方において会員の減少が目立ってきました。 

そこで、これを防ぐためにロータリーの諸規則が緩和さ

れて、はじめの厳しさがなくなってきました。 

このように今やロータリーから基本的理念が失われ、例

会は形骸化し、従来、奉仕活動の中軸であった職業奉仕が

忘れ去られてロータリアンとしてのメリットが失われ、人

道主義に基づく奉仕活動がロータリー奉仕活動の主流と

なり、安易なボランティア団体に移行してしまうのではな

いか懸念されるところです。 

◆会長  足立 常孝   ◆幹事  田中 雅昭   ◆会報委員長 坂家 賢司  ◆会報担当 剱田 廣喜 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

960 回 
51 名 51 名 39 名 － 76.47% 

前々回 

958 回 
51 名 51 名 42 名 0 名 82.35% 

＜出席報告＞ 創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600 

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 
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今年度の地区の動きについて 

永家 将嗣 
 

村橋ガバナー方針 「不易流行」 

ポール・ハリスの書籍の中で「ロ

ータリーは時代変遷とともに変

化・進化しなければならない」と

書いてある。 

社会情勢・経済状況など、日本

のロータリアン 1997 年をピークに 14年で 41,500人の減

少世界のロータリアンは 2002 年からほぼ安定している。

日本のロータリアンは変化に対応できていない。2630 地

区では 1988年をピークに約 40％の減少、2月末で 3,149、

純増 39名、退会者 93名中 72名が一身上の都合。 

増強も必要だが、退会防止に力を入れる。 

日本は会費が高すぎるので会員が入らないのでは？世界

では年会費 500ドル、日本では 3,000ドル～ 

 

●会員減少からの問題点 

今までは 5,000 人の会員組織の予算を組んでいたが、

3,000 人になった現在では実質運営が厳しくなるので経

費削減を行う。 

ＤＧ事務所経費 5,000×2,300=1,150万円 

村橋年度 3,000×2,300=750万円-400万円 

ＧＥ事務所経費 5,000×1,200=600万円 

村橋年度 3,000×1,200=360万円-240万円 

地区委員会は委員会構成の改革  

スリム化、予算の削減、青少年育成小員会 -30％ 

今までの委員会が小委員会になった。 9名の減 委員の

数 85名が 76名 

 

●管理運営部門員会 

戦略計画委員会（長期計画） 

・3～5年の長期戦略計画の立案 

・5,000人から 3,000人体制への計画立案 

ロータリー財団部門委員会 

ポリオ撲滅は残り 1％で最優先プログラム 

「未来の夢計画」が 2013年 7月から始まる 

プログラムと運営の簡素化し世界の優先的ニーズに取り

組む、地区で決算しやすい「地区補助金」大きな事業に取

り組む「グローバル補助金」 

 

 

今年のクラブ運営で思った事 

会長  足立 常孝 
 

当クラブの魅力を崩すことなく

継続する事が、運営の一番だと思

っております。 

私は、クラブ価値・クラブ評価

をする目安は、そのクラブの例会

内容で決まる。と教えられてきま

した。例会の内容が、毎回つまらなければ、当然出席率が

低下します。大会者排出に繋がります。 

例会時の出席率は、毎回意識しておりますし、連続欠席

された会員には、事務局や幹事と話題にして気にかけてい

ます。 

2 月 24 日(日)に、地区の緊急会員増強セミナーが岐阜

の都ホテルで開催され、ＲＩ会長が今年は、日本人である

のに、今年度も日本での会員が減っている。「目標は、会

員増強でＶ字回復を目指すはずであった。」「前年度同様に

減少している現状を、危機感を持っている。」と、村橋ガ

バナーが、挨拶され、その後、それぞれのクラブ、会長・

会員増強委員会がグループディスカッションで、現況報告

とクラブでの対応策を語り合いました。 

あるベテラン会員の発言に、「人口が減少している国で、

会員増強は大変！会員の質を落として増強してクラブの

雰囲気を壊し、退会者を増幅するケースが多い。」との発

言が、印象的な意見でした。 

クラブの魅力である雰囲気を大切に、その魅力を充分理

解して運営する事も大切だなと、その時再確認しました。 

先日の平塚との交流会で、平塚は移動例会、当クラブは

交流会で参加でしたが、ロータリーバンドの出演やご夫人

の参加を頂き、まとまる事や協力し合う事が当クラブの魅

力かなと思いました。 

 

 

次年度への自分の思い 

 会長エレクト  山本 辰男 
 

三人の皆さん大変ありがとう

ございました。大変参考になりま

した。 

流石ロータリアンですね。まだ

まだ私はロータリークラブに所

属しているメンバーにすぎない

のかなという思いが強くします。

一日でも早くロータリアンになりたいなと思っています。 

さて、私の思いは例会が楽しくて、仲間が楽しくて、ロ

ータリーが楽しいが何をするにも再前提と思っています。

そこから醸し出される雰囲気を職業奉仕でも、青少年奉仕

でも、社会奉仕でも、国際奉仕でも、もちろんクラブ奉仕

でも損なうことなく出せたらいいと思っています。 

ロータリーは大変奥ゆかしくて自分の行いを自慢しま

せんが、奉仕の精神を全体で学び、全体で示し、個々で実

践してこれを社会に普及させる事を考えるとある程度の

宣伝はいいのかなとも思いますがいかがでしょうか。 

それから長期ビジョン（夢計画）、ロータリーの単年度

制は大変素晴らしいことだと思いますが弊害もあります。

委員会で次年度の計画を立てる時、委員長ひとりでしない

で委員会メンバー全員でお茶かお酒でも飲みながら話合

ってください。そしてそこのメンバーから次の委員長が決

まっていけば、次の委員長の個性も出しながら何か大切な

ものが繋がっていくのではと思います。委員長さん、お願

いします。 

まだ次年度については白紙です。又各委員長の思いもあ

ると思いますし 21 日からの地区協議会での勉強もありま

すが皆さんのアンケートも是非参考にさせていただきま

す。無記名でも名前を書いて頂いても結構ですのでお願い

します。それから来年の 4月に 1,000回記念例会を行いま

す。何か良いアイデアがありましたらお願いします。 
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4月 6日（土）～7日（日） 
ヤマハリゾート「つま恋」 

参加人数 総数 32名（夫人 8名） 
 
13:30～15:00「軽スポーツ大会」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4チームに分かれました（赤・青・黄・緑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーム対抗 応援に力が入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＢＯＸホッケー ダブルス戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペタボード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果発表 

優勝☆黄色 2位☆赤 3位☆青 輝く“緑”ドベ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者集合 “青”の点数が??? 

 

 

18:30～18:45「例会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚湘南ＲＣ 柳沢 隆 会長 点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚湘南ＲＣ 柳沢 隆 会長 あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山中央ＲＣ 足立 常孝 会長 あいさつ 

 

 

18:45～20:45「懇親会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚湘南ＲＣ 芦川 浩 ガバナー補佐 あいさつ 
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平塚湘南ＲＣ 芦川 浩 ガバナー補佐 乾杯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝い唄 「めでた」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりの再会に笑顔

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーバンド演奏を披露 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダンスも飛び出し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山中央ＲＣ 剱田 廣喜 友好クラブ交流委員長 

閉会のあいさつ 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

本日メーキャップに来ました。宜しくお願い致します。 
 高山西ＲＣ 寺田昌平様 
 

平塚湘南ＲＣとの交流会に参加頂きました皆様ご苦労様
でした。悪天候の２日間、帰路荘川での雪と良い思い出に
なりました。 足立 常孝 

 

4/6-4/7の平塚湘南ＲＣとの交流会に悪天候の中ご参加
頂き誠にありがとうございました。平塚湘南ＲＣとの交流
の伴を一層深める事が出来感謝を申し上げます。また翌日
のコンペでは、暴風雨の中、思いがけず優勝させて頂き、
島さんから師匠と呼ばれました。ありがとうございます。
天候が味方したことに感謝してニコニコへ。 剱田 廣喜 

 

高山西ＲＣの寺田様のご来訪を歓迎申し上げます。「つま
恋」の２日間、天候に恵まれ予定通りのスケジュールで無
事終了することが出来ました。色々な方々のご協力に対し
まして心から御礼を申し上げます。ありがとうございまし
た。 橋本 修 
 

高山西ＲＣ 寺田様ようこそ。新しい事務所へお世話にな
ります。平塚湘南ＲＣとの交流会出席の皆様、心身ともに
ご苦労様でした。交流委員長、他皆様のご協力本当にあり
がとうございました。 田中 雅昭 

 

高山西ＲＣ、寺田昌平様のご来訪を歓迎致します。今後と
もよろしくお願い致します。平塚湘南ＲＣとの交流会を担
当された幹事様、色々とありがとうございました。掛川市
を散策出来て大変良かったです。感謝！ 松之木 映一

 

 

 

昨日のつま恋、皆様ご苦労様でした。ゴルフ、○○○たた
きました。ニアピンを取りましたのでニコニコへ。また、
バンドの皆様、先に帰省された方、楽器の後かたづけをし
て頂きありがとうございました。 高木 純 

 

つま恋、参加の皆さんご苦労様でした。また、ゴルフでお
世話になりました。島さん、足立さんありがとうございま
した。 三枝 祥一 

 

掛川、まぁ～楽しかったです。 周 信夫 
 

結婚記念日のお祝いを頂きましてありがとうございまし
た。 中田 学 

 

結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございました。今年
で１４回目の記念日です。 下田 徳彦 

 

結婚記念日にお祝いを頂きありがとうございました。また、
つま恋に行かれた皆様ご苦労様でした。バンドも無事行え
てよかったです。 坂家 賢司 
 

昨日は次男の大学入学式に出席して来ました。今日は長女
の高校入学式です。先々週末は、長男の理学療法士試験の
合格発表があり岐阜市内で働き始めました。子供たちの成
長に感謝してニコニコへ。 谷口 欣也 

 

高山西ＲＣの寺田様のご来訪を歓迎致します。本日所要に
つき早退させて頂きます。 冨士井 忠男・水川 巧 
 

ＳＡＡ・ニコニコ当番にも関わらず遅刻・早退します。申
し訳ありません。 都竹 太志 


