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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一
＜ソング＞ 我等の生業
＜ビジター＆ゲスト紹介＞
国際ロータリー第 2630 地区
2008～2009 年度ガバナーノミニー 桑月 心様
国際ロータリー第 2630 地区
ロータリー財団補助金委員
西野 徹様
高山ロータリークラブ会長
野畑 国久様
高山ロータリークラブ幹事
小林 一輝様
＜会長の時間＞

三枝

津田 久嗣

＜出席報告＞

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事務局

◆会報委員長

「 ひとつの心で 」

祥一

2,3 週間前から肘が痛み、高井整形外科で診察をしても
らいました。
肘の使いすぎが原因のようで、上手な肘の使い方を伝授し
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場所：高山市役所地下 1 階
＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞
・人権だより№34
＜活動計画書＞
・高山ＲＣ

・美濃加茂ＲＣ

・下呂ＲＣ

＜受贈誌＞
・下呂ＲＣ

・高山ＲＣ

＊「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金 ¥8,079 振り込みま
した。ご協力ありがとうございました。

＜ビジタースピーチ＞
国際ロータリー第 2630 地区
2008～2009 年度ガバナーノミニー 桑月 心様
私が入会したときの会長は西野徹さんでした。
当時は会長が新入会員を近隣 2 クラブにつれて訪問する

ていただきました。
本日は、ガバナーノミニーの桑月心様のお話など時間が

よき習慣がありました。

少ないので、用意していました「里親制度の話」は次回の

それに比べ、本年度の会長である野畑さんは中央クラブを

会長の時間に致します。

訪れるのは初めてだそうです。
ガバナーは一人で出来るものではありません。

＜幹事報告＞

幹事

足立

常孝

ひとつのクラブで運営できるものでもありません。
皆様方の絶大な協力を頂きますよう

◎ガバナー事務所より

します。

・「地区のたより」原稿募集のご案内
締切り：2008 年 8 月 22 日（金）
◎RI2630 地区ロータリー財団委員長より
・セミナー出席の御礼と今年度の
ロータリー財団活動の展開について
◎岐阜県濃飛分区ガバナー補佐より
・IM 開催のご案内
日時：9 月 28 日（日）10：00～
場所：シティホテル美濃加茂
登録料：10,000 円
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
8 月 28 日（木）18:00～

夜間例会

○高山西ロータリークラブより
・飛騨地区 IAC 合同研修会のご案内
日時：9 月 7 日（日）13：30～

角正

宜しくお願いいた
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内容もさることながら、RI の会長や会員増強委員長
がどんな人かだけでも見ていただけるとありがたい
と思います。
また、2760 地区名古屋東南ロータリークラブの伊藤
直前会長の話はおもしろいので聴いていただけると
ありがたいと思います。
また、6 月末の全国の会員数の統計が出ました。
会員減少がまだまだ続いており、前年度は日本で
1,472 名減少しました。ガバナー月信で分かるように
当地区では 83 名減少しました。5 月末現在で 40 数名
の増加だったため期待をしていたが 6 月に入ってか
ら一気に 130 名近くが減少してしまいました。
まだまだ会員減少が続いていますので、なんとか皆さ
んの力で増強していきたいと思います。

＜質疑応答＞
質問：島 良明

回答：剱田

広喜

Q1．会員増強の目的は？
Ａ1．会員増強には人を増やすイメージがある。しかし、
数字は結果であり、目的はクラブの充実発展です。
クラブを魅力的にするための増強であり、結果と
しての会員の増減があります。
また、それ故に会員増強の必要性がわかると思い
ます。
どんな組織でも、そのまま自然のままだと会員が
高齢化したり病気などで衰退してしまいます。
それを防ぐためには新しい会員を入会させ新しい
息吹を吹き込むことが必要となります。
Ｑ2．毎年 1 名の純増を目指しているが、適正な会員数
はどれくらいなのか？
Ａ2．一般的に理想的な会員数は 50～60 人といわれて
います。また、会を運営するために必要な会員数
は 30～40 人程度といわれています。ちなみに新ク
ラブが誕生するには 20 名以上の会員が必要です。
逆に 100 名以上のクラブも相当数あるが、会員同
士名前や職業を分かり合っているかは疑問であり、
あまり会員が多すぎても会の目的を達成しにくく
なるかもしれません。

＜会員増強委員会＞
★会員増強委員長 島

良明

Ｑ3．クラブの合併ということが話題に上っているが、

昨日岐阜で地区の会員増強委員会が開催されまし

高山中央ＲＣの事か？他のクラブのことか？
Ａ3．海外のみならず、日本国内でもクラブの合併は行

た。
わがクラブから地区委員長として剱田広喜さんが出

われている。どちらかといえばこれまで会員増強

ていますので、その模様を発表していただきます。

の立場からはこれまでタブー視されていました。

また、後ほど質疑を行いたいと思います。

昨日の研修セミナーで初めて合併の話をしたら、
早速「これは地区の意向なのか？」という質問が

★地区会員増強委員長

剱田

広喜

返ってきました。

今ほど紹介いただきましたように、昨日岐阜都ホテ

それに対して、地区はＲＩの便宜的な出先機関で

ルで地区の拡大増強・広報情報研修セミナーが行われ

ありクラブをサポートするのが目的でありその考

ました。260 人以上の参加を頂き盛会でした。

え方は当てはまらないとお答えしました。

昨日と同じ話は避けたいと思いますので、7 月 7 日に

現在日本のロータリアンの人口比率は、0.079％で

行われた RI 李会長主催の会員増強会議のダイジェス

アメリカの 0.13％よりかなり低いですが、高山は

ト版ビデオを見ていただきたいと思います。

0.14％でアメリカよりも高い。（ちなみに三重は
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0.08％、岐阜は 0.09％です。）

思います。

これ自体は良いことで高山に活力があるともいえ

１７-１８年前にクラブ創設前の仮クラブのころ、

ますが、反面無理をしているとも考えられます。

中田一男さんと会員増強セミナーに行きました。

まして今年になって日本の経済の悪化を考えると、

そしてその時、
「クラブが増えればＲＩの理事が増

合併の話をして皆にインセンティブを与えたほう

えるので、会員を拡大しなければならない。」と聴

が良いと感じました。

きました。

もしも高山で合併を考えるならば、一番新しい当

2630 地区の会員数がこれだけ増えたのも諸先輩

クラブを半分に分けて他のクラブとあわせて２つ

方のおかげですが、これだけ会員数が減ってもな

のクラブにすればいいのかもしれませんが、人の

お人口比率が他の地区よりも高いのは会員を入れ

結婚と同じでなかなか単純にはいかないと思いま

すぎたのかもしれません。

す。

人には反発精神があり、やめろといわれると続け

ただ、人口が減り確実に高齢化することを考える

たり、来るなといわれると来たくなる場合もある

と合併のことも考えておかないといけないように

ので合併も会員増強につながるかもしれません。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はお世話になります。三枝会長・足立幹事、先日

高山 RC

の「3 クラブ会長幹事懇談会」のご出席ありがとうご

来訪大変ご苦労様です。まだまだ暑い日が続きますの

ざいました。劔田さん・伊藤さん・久々野さん、昨日

で、夏バテしないように頑張りましょう。

桑月様

西野様

桑月

心様・西野

小林幹事のご

松之木

の「拡大増強・広報情報セミナー」お疲れ様でした。
高山 RC

野畑会長

映一

徹様

野畑 国久様・小林 一輝様

高山 RC の皆様方ご苦労様です。これからも色々とご
指導の程、お願い致します。先日は奥様に感謝する

高山 RC のガバナーノミニー桑月様、次々地区代表幹

100％の会には、24 名の方に出席頂きまして大いに盛

事西野様・野畑会長・小林幹事４名の皆様、本日はご

り上がりました。お蔭様で会費の中で納める事が出来

来訪ご苦労様です。

ました。感謝

理事役員一同

ガバナーノミニーの桑月心様並びに西野様

野畑様

橋本

修

昨日の「拡大増強・広報情報セミナー」に出席の劔田

小林様のご来訪を歓迎いたします。昨日の会員増強セ

さんを初めとして、伊藤さん今井さんご苦労様でした。

ミナー、朝から夕方まで滞りなく無事終了され、劔田

私は後で飲み会があるにも拘らず、先に帰らせて頂き

地区拡大増強委員長ご苦労様でした。一大事業が終わ

ました。飲み会は楽しかっただろうなァと思っており

りホッとされていると思いますが、次のために充電を

ましたが、本日今井さんから送られてきた写真を見て、

しておいて下さい。

改めてご苦労様でした！と言っておきます。

伊藤

正隆

久々野
ガバナーノミニーの桑月心様

西野様

林様のご来訪を歓迎いたします。

野畑様

冨士井

小

忠男

８月 1 日 2 日と本町通り納涼夜市が盛況でしたので・・・
焼き鳥

桑月ガバナーノミニー
野畑会長

一日 1.000 本

焼いてきました。
新宮

西野次々地区代表幹事

小林幹事各位のご来訪を歓迎申し上げま

今年度ニコニコ委員になりました。皆様方

一郎

たくさん

BOX に入れて下さい。よろしくお願い致します。

す。益々のご活躍を祈念申し上げニコニコへ。
溝際

国良

清嗣

新井

信秀

