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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　B.C.R.Cの歌

◆唱　　歌　　四季の歌

◆ゲ ス ト　　馬〆　昌実氏
（ＲＩ2720地区青少年交換委員・

別府ＲＣ青少年交換委員長）
ヴィルジル・バロニエ景三君

（来日交換学生）
馬〆ほたるさん

（2019-2020年度派遣交換学生）

◆ビジター　　村田　武
（2720japanO.KロータリーＥクラブ）

会長の時間	 会長　梅津　圭二

　みなさんこんにちは！第44回「会長の時間」の
時間です！
　土曜日に杵築ロータリークラブ50周年記念式典

に参加してきました。昼12時から受付で夜七時ま
でのスケジュールがビッシリつまっていて全ての
時間がおしていましたが、祝宴のなかで時間調整
ができましたのでなんとか無事に帰ってまいりま
した。

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　堀、梶原（和）、前田、大島、髙宮、
　　　　　中尾
　　理事会承認　
　　出席免除　鳴海、溝部、河村、平野（英）
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国際ロータリー会長　　バリー・ラシン	（国籍・バハマ）
2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
ところ　トキハ別府店7F	〒874-8558	別府市北浜2丁目9番1号
　　　　TEL	（0977）23-1111　FAX	26-3123
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理事
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理事
　〃
　〃
　〃

西馬　良和
鳴海　淳郎
村津　忠久
平野　教康

後藤　　隆
亀井　　孝
近藤　賢司

ＳＡＡ　佐々木久宜
直前会長　佐々木久宜

役員　会　長　梅津　圭二
　　　副会長　西馬　良和
　　　幹　事　土谷　昌志
　　　会　計　森園　伸也

会報委員長　森　　宗明第 　 　 回 例 会
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　本日は30周年実行委員会です、先週木曜日に城
島に出向きましてヒットパレーダーズと会場担当
者と入念に打ち合わせをしてきました。今日はそ
の決まった内容を中心に報告をいたします。そし
て本日はゲスト次年度の交換留学生に決まったマ
ジメさんとケイゾウ君も来てくれています。後ほ
どご挨拶をヨロシクお願いいたします。あとビジ
ターでOKEクラブ所属の村田さんも来ていただ
いていますので後ほどご挨拶をお願いいたします。

　今日の花は 「アマリリス」です。ヒガンバナ科
の球根植物で基本的に丈夫な球根なので一度植え
たら、開花後にそのまま葉を茂らせてあげて自然
にかれるのを待つこと、開花後に球根を彫り上げ
たりすることなく来年もまた大輪の花が咲きます
ので、手間もかからない植物のひとつです。
　本日の花言葉は「誇り」です。

「世界中に花と幸せそして奉仕の心があふれます
ように！」

「別府中央ロータリークラブ30周年記念式典の日
までカウントダウンあと17日です！」
　以上 「会長の時間」の時間でした！

幹 事 報 告	 土谷　昌志

―青少年奉仕月間―

１．本日の内容
「30周年実行委員会」

２．本日のゲスト
馬
ま

〆
じめ

　昌
まさ

実
み

 氏（別府ＲＣ青少年交換委員長）
ヴィルジル・バロニエ景三君

（2018-2019年度来日青少年交換学生）
馬
ま

〆
じめ

ほたるさん
（2019-2020年度青少年交換派遣学生）

３．『ロータリー適用相場変更』のお知らせ
６月１日より、全ての振込みに対する適用相
場（ロータリーレート）が下記の通り変更と
なりましたのでお知らせ致します。

 　　１ドル　１１０円　（５月：112円）

４．５月21日（火）19：00～ホテル＆リゾーツ別
府湾に於いて日出ロータリークラブ例会が開
催され、当クラブ梅津圭二会長、後藤　隆30
周年実行委員長、平野英壽会員、近藤賢司会
員、土谷昌志幹事が出席し、30周年記念式典
告知キャラバンを行いました。

５．５月22日（水）12：30～ホテル湯布院山水館
に於いて湯布院ロータリークラブ例会が開催
され、当クラブ梅津圭二会長、後藤　隆30周
年実行委員長、近藤賢司会員、森　宗明会員、
土谷昌志幹事が出席し、30周年記念式典告知
キャラバンを行いました。

６．５月23日（木）12：30～杉乃井ホテルに於いて
別府東ロータリークラブ例会が開催され、当
クラブ梅津圭二会長、後藤　隆30周年実行委
員長、平野教康ガバナー補佐、近藤賢司会員、
森　宗明会員、土谷昌志幹事が出席し、30周
年記念式典告知キャラバンを行いました。

７．５月25日（土）13：00～住吉浜リゾートパー
クマリンホテルに於いて「杵築ロータリーク
ラブ創立50周年記念式典」が開催されました。
尚、17：00～オレンジホールに於いて祝賀会
が開催されました。
出席者：梅津圭二会長、平野教康ガバナー補

佐、後藤　隆、近藤賢司、土谷昌志
各会員

（登録のみ）平野英壽、衛藤秀子、梶原和朗、
森　宗明、森園伸也各会員

８．５月26日（日）９：15～別府ゴルフ倶楽部に
於いて第11回別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ
を開催致しました。
優　勝：近藤　賢司会員
準優勝：佐々木久宜会員
３　位：梶原　和朗会員

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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９．お祝い
配偶者誕生日　森園　美香さん（６月１日）

※記念品をお渡し致します。
皆　　　勤　後藤　　隆会員（５月22日＝29年）
　　　　　　西馬　良和会員（５月28日＝６年）

10．例会変更のお知らせ
大分ＲＣ　６月11日（火）の例会は、夜間例

会の為、同日18：30～ホテル日航
大分オアシスタワーに時間・場所
変更

大分城西ＲＣ　６月12日（水）の例会は、湯布院
ＲＣとの合同例会の為、６月８日

（土）18：30～ホテル湯布院山水
館に日時・場所変更

湯布院ＲＣ　６月12日（水）の例会は、大分城
西ＲＣとの合同例会の為、６月８
日（土）18：30～ホテル湯布院山
水館に日時変更

11．次回例会の予定
「第４回（新・旧）クラブ協議会」
＊協議会は全員参加です。（特に入会３年未
満の会員の方はぜひご出席下さい。）
各委員会の委員長で万一欠席される方は、必
ず代理者を幹事までお知らせ下さい。審議の
進行上、ご協力お願い致します。

12．本日の回覧
① 「第４回（新・旧）クラブ協議会」出・欠席

スマイルボックス	 委員長　髙宮　勝美

別府ＲＣ　馬〆昌実氏○
　青少年交換も残り少なくなりました。大変お
世話になりました。次年度もよろしくお願いし
ます。
30周年おめでとうございます。

梅津会長○
　本日は別府クラブ馬〆さん、交換留学生ケイ
ゾー君、ほたるさん、そしてビジターの村田さ
ん、ようこそいらっしゃいませ。

土谷会員○
　青少年交換委員長の馬〆さん、青少年交換学
生の景三君と馬〆ほたるさん、そしてビジター
でいらっしゃいました村田さん、ようこそ別府
中央ＲＣへ。今日はよろしくお願いいたします。

村津会員○
　自身も大きなものは起きない。
　気温もマアマア。
　この別府に感謝して、スマイル。

森会員○
　今日のビジター村田さんのお父上は別府大学
で長く食物科の教授をされていた村田勝先生の
ご子息で先日ゆふいんロータリークラブで偶然
お会いして例会のあと由布院のお父上の農場に
ご案内頂きました。良い一日でした。

近藤会員○
　一昨日の別府中央ＲＣのゴルフ大会で、やっ
と優勝ができました。これで年間チャンピオン
の権利が最終月にできました。来月のチャンピ
オン大会頑張ります。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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ロータリーの将来について思う
NO.539　2015/9/22

　ロータリーの将来を考えるにあたって
は、まずロータリーの現状を把握する必
要があると思います。

§ロータリーの現状

　わたしはさきに当ホームページの
No.483（2012/10/10）において、ロータ
リーの現状について述べましたが、
　最近のロータリーの状況をみるにあ
たって気がつくことは、この10年間全世
界の会員数はあまり変わりはないよう
ですが（国際ロータリーの資料による）、
女性会員数は増える傾向にあります。
　これに対して、日本の会員数は、ロー
タリーの友資料によると、会員数の最
も多かったのは1995年1月末の130,982人
で、その後は毎年減少傾向にあります。
　これを改善するためにいろいろな検討
がはじまっていますが、その前に会員少
傾向の原因について述べてみたいと思い
ます。
　
会員減少傾向とその原因
１．健康上の問題
　・メンバーの高齢化、病気、死亡
２．家庭的な問題
　・家族の介護、家庭の事情
３．社会的な問題
　・経営環境の悪化（経済不況や地域の
　　過疎化…仕事が前より厳しく、多忙
　・退職…定年退職やその他の理由
　・会費その他の経費や負担
　　…金がかかり過ぎる
５．ロータリーそれ自体の問題
　・フェローシップの欠如…会員同士の
　　親睦の欠如、会員間の派閥
　・クラブ例会の魅力の低下…ロータ
　　リーに魅力を感じない
　・奉仕プロジェクトに興味を感じない
　・ロータリーに対する考え方の不足
　　…ロータリー情報が不徹底

§会員数減少を改善するには

１．例会出席に関して
　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年以降定例の前
後2週間以内とされてきました。
　また、1998年の規定審議会の決議によ
り、クラブ理事会承認の「クラブ奉仕プ
ロジェクト」への出席もメークアップと
なり、更に2001年の決定により、クラブ
主催の地域行事や会合に参加したり、ク
ラブ理事会に出席してもメークアップと
なり、また理事会の指示がなくても、ロー
ターアクト、インターアクト、ロータリー
地域社会共同体の会合に出席してもメー
クアップになることが認められるように
なりました。
　また、この程ＲＩから承認された「ロー
タリー親睦活動」に出席した場合もメー
クアップとして認められるようになりま
した。
　更に、もう一つの方法として、Ｅ－ク
ラブでも一定の手順を経てメークアップ
できるようになりました。

２．会員制度に関して
・元来ロータリーは一定の区域限界を定
め、その地域内に事業所あるいは住居が
ある適格者を職業別に分類し、その分類
の中から一業種一人の原則に従って会員
を推薦選挙するのが会員制度の原則でし
た。
・ところが、2001年度の規定審議会によ
りこの会員制度は大きく変わりました。
　2001年の改正で、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
正会員を選挙することができるようにな
りました。
・また、将来、新クラブ結成の際、1つ
の職業分類に2名の会員を認めることが
要望されています。
・女性会員の入会を認める
当初は全員男性からなるクラブでした
が、1989年1月、シンガポールで開かれ
た規定審議会の決議により、事業や専門
職務に従事する女性指導者が組織の会員
として加わることができるようになりま
した。
　女性会員の入会は会員増強に大いに役
立ち、今や女性会長、更に女性ガバナー
の出現、果ては規定審議会にも女性の議
員が選出されるようになりました。

３．クラブ・リーダーシップ・プランの
　　導入　
　2004年11月のＲＩ理事会で推奨ロータ
リー・クラブ細則の改定が行われ、
その際作られたクラブ・リーダーシップ
・プランに基づいて効果的なクラブ管理
の枠組みを提供することにより、クラブ
レベルでロータリーの強化を図るよう薦
められています。
　最近、ロータリーでは、会員数が減少
して積極的にボランティア活動が期待で
きないクラブの存在が問題になっていま
す。このようなクラブに“終焉の淵にあ
るロータリー・クラブを蘇生させる妙薬”
を導入することによって、会員基盤を維
持、拡大し、地域社旗のニーズを取り上
げたプロジェクトを実施し、成功させ、
更にはロータリー財団を支援するために
導入されたプランで、これを採用すべき
か否かは各クラブが決めるべきもので、
ＲＩ理事会が強制するものではありませ
ん。
　つまり、「ボランティア活動を行いや
すくするために,　会員数の増加とロー
タリー財団への寄付を増やすためのプラ
ン」ということができます。

§ ロータリー・モットーの変遷について

　次に、忘れてならないことは、ロータ
リー・モットーの変遷です。
　いろいろな経緯のすえ、1950年のデ
トロイト国際大会において ｢He profits 
most who serves best｣ と ｢Service 
above self｣ がロータリー・モットーと
して採択されましたが、1989年2月に開
催された規定審議会において、｢Service 
above self｣という標語が国際ロータリー
の第一標語に指定され、He profits most 
who serves best も引き続き公式標語と
して残されました。
　ところが、2001年7月に開催された国
際ロータリー理事会において、｢第二モッ

トーHe profits most who serves bestを
使用停止にする｣ ことが決定されたとい
うのです。
　これは、2001年規定審議会に提案され
た ｢01 ‐ 678 ；すべてのロータリー用語
から性に関する表現を削除することを理
事会に要請する件｣ が採択されたことを
受けてRI理事会がとった措置であり、同
時に決議23 ‐ 34の文面からもHe profits 
most who serves best の文面が抹消さ
れる事態になりました。
　しかし、これは日本人ロータリアンの
抗議にあって11月に開かれたRI理事会は
急遽この決定を撤回しました。
　ついで、2004年6月に開催された規
定審議会においてHe profits most who 
serves best の廃止が提案されましたが、
これは否決されました。
　しかしHeが使われることに反発が強
く、このモットーはThey profits most 
who serves best と変更されました。
　なお、｢歴史的に重要な文書や声明は
原文を尊重する｣ という日本からの提案
が採択されたことによって、He profits 
most who serves best は原文のまま残
されることになりましたが、2004年11月
に開催されたRI理事会ではその提案に従
わないことを決定したということです。

§ 奉仕活動における最近の傾向

　従来、奉仕活動の中軸とされていた職
業奉仕がわすれ去られ、人道主義に　基
づいた奉仕活動、即ちボランティア活動
がロータリー活動の主流となり、2005年
4月をロータリー100周年のボランティア
月間に指定し、各クラブは、各自が少な
くとも10時間のボランティア活動を行う
ことを奨励しています。
　このように、最近では“ロータリーは
地域社会ボランティアの世界的ネッ
トワークである”とか、国際ロータリー
のウエブ上でも　“Rotary is volunteer, 
Humanitarian organization“という言葉
がみられるようになり、一般に、ボラン
ティア活動がロータリーの表面に出てい
ます。
　一方、ロータリーの理念を語る人は少
なくなり、議論される内容は、入会を容
易にするために如何に規約を緩めると
か、人道的奉仕活動、その原資となるロー
タリー財団の金集めの議論に終始してい
るというのが実情です。

　以上のようにロータリーは随分変わり
つつあります。入会基準をやわらげ、出
席規定を緩和して、退会防止策を強調す
るなど、はじめの厳しさがなくなる傾向
にありますが、ロータリーの心だけは失
わないよう、ひたすら祈るばかりです。
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