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この例会場では、今年の初例会ですね。皆様、
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今日は、先週１月１５日の第 5 グループ会
長幹事会について、井上幹事がご欠席でした
ので、その報告を兼ねてお話しいたします。
まず、今後の地区やグループの予定ですが、
２月２日（来週の土曜）に第５グループのＩ
Ｍが開催されます（町田のラポール千寿閣
登録開始は午後２時００分）。テーマは「大人
が変われば子供も変わる ロータリーが変わ
れば地域も変わる」です。当クラブは全員登
録、全員出席の予定ですね。親クラブは、ホ
ストクラブとして、小林会長、小川喜平実行
委員長を中心に、一生懸命準備をされていま
すので、是非、一緒に盛り上げていきたいと
思います。それから、詳細は、お知らせが来
ると思いますが、新クラブの「相模原かめり
あロータリークラブ」のチャーターナイトが、
４月１４日に開催される予定です。もう一つ、
「ロータリーの友」地区代表委員の中村さん
（相模原南ＲＣ）から、地区の記事がたくさ
ん掲載されるように日夜頑張っているので、
是非「ロータリーの友」をじっくり読んでほ
しいということでした。ついでに、佐藤地区
研修副委員長から、ＲＩの次年度のテーマが、
「Rotary connects the world」
（ロータリ
ーは世界をつなぐ）に決定したようだ、という
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情報をご提供いただきました。
さて、会長幹事会で最も大きな話題になった
のが、地区の「会員増強」の状況でした。昨年
度の２７８０地区は、年間トータルで７１名の
増加と、日本の３４地区で最多の増強を記録し
ました。しかし、今年度はどうかというと、地
区の入退会速報によると、かなり厳しいよう
で、第５グループでも、年度初めに比べてマイ
ナスとなっているクラブが続出している状況
です。当クラブのプラス１名というのは、意外
にも貴重な数字なんですね。例年、年度末にか
なりの退会者が出ますので、新クラブの発足に
もかかわらず、現状ではマイナスになる可能性
が非常に高いということでした。
ちなみに、「ロータリーの友」の１２月号に
よると、2018 年１0 月 17 日現在の全世界ロー
タリアン総数は、１２２万０６２２人、クラブ
総 数 は３ 万５ ８ ５５ クラ ブで す 。その 前 年
（2017 年）の同時期（11 月 30 日現在）と比
べると、クラブ数は 70 余り増えていますが、
会員数は約１万人減少しています。「ロータリ
ーの友」の昨年８月号によると、この 120 万人
程度という数字が、かなり長い間続いているよ
うです。
日本ではどうか。お手元の資料の右側（「ロー
タリーの友」ホームページの「資料館」に基づ
いています）をご覧下さい。直近の 2018 年 7
月 1 日現在で、会員数は 89,218 人。前年と比
べて 124 人の増加。微増ですね。この時のクラブ
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総数は、2,267 クラブです。実はクラブ数は前
のというわけではなくて、諸刃の剣…という
年より３つ減少。日本のクラブ総数は毎年少し
ずつ減っているのです。おそらく合併が相次い
でいるということではないかと思います。
わが国においては、１９９７（平成９）年頃
から減少傾向に入り、１９９６年に約１３万人
であったのが、
２００５年に１０万人を割り込
まれない人々に富が行き渡らないのなら、私
み、更に２０１１年には９万人を切って、ここ
数年は８万 8 千~9 千人前後という横ばい状態
が続いています。…以前にもお話ししました
が、日本は人口減少社会に突入しているわけで
すから当然と言えば当然なのですけれど、こん
なデータを並べてみると、改めて、いかに増強
が難しいか、そして、なぜ増強を叫ばなければ
ならないか、よく分かりますね。
ついでに、昨年１０月現在の、日本のロータ
リークラブの数や人数と、その地域の人口との
関係をデータ化してみました。（人口だけでな
く、事業所の数や自営業者の比率、その地域の
人口密度なども盛り込めば色々見えてきそう
ですが、そこまでヒマではありません。）
非常に大まかに言ってしまうと、東京、大阪、
横浜、名古屋のような大都市圏では
2,000~2,500 人に一人、地方では概ね 1,000～
1,500 人に一人ぐらいロータリアンがいる、つ
まり、地方の方がロータリアンの人口比率が高
くなっています。山形は、人口約 100 万人に
対し、約 50 クラブ。なんと 675 人に一人のロ
ータリアン！という高率です。（産業の集積率
とか、経済構造が何かうまい具合に地域循環的
になっているとか、あるいはロータリークラブ
の人気が極端に高い理由があるとか、素直に山
形県民の皆さんの「奉仕」意識が非常に高いと
か、何か、秘訣があるのかもしれません。知り
たいですね。）
では、当地域ではどうか。2780 地区全体で
は、約 5 万８０００人に 1 クラブ、1600 人に
一人のロータリアンですから、比率的には、山
梨・静岡の第 2620 地区と似た感じです。第 5
グループに絞り込むと、約 5 万６０００人に 1
クラブ、1500 人に一人のロータリアンですか
ら、地区の中でも組織率が若干高い。つまり、
より地方的だ（変な意味は勿論ありません）と
いうことができます。
さて、更に絞り込んで、旧津久井という範囲
で見てみましょう。6 万５０００人の人口に対
し 2 クラブ、つまり約３万人に１クラブとい
うのは普通に地方的ですが、なんと 2600 人に
一人しかロータリアンがいない…。ロータリア
ンの比率だけ見ると、逆に横浜・川崎並みです
（要するにクラブ当たりの会員数がとても少

ないわけです）。 津久井では、石を投げてもロー
タリアンには絶対当たらない。これは一体どう
いうことなのでしょう。もしかして、住民の意
識が極端に低いのでしょうか。それとも、我々
の努力が極端に足りないのでしょうか。…勿論、
絶対に、どちらでもないですよね。
（たぶん、人
口密度や事業所の数、地域の経済構造の問題で
す）
話が、また長くなってきましたので、端折り
ます。例えば、同じ神奈川県でも、都会の横浜・
川崎の第 2590 地区は、525 万人の人口に対して
56 クラブ。当 2780 地区は 400 万人弱の人口に
対し 68 クラブと、100 万人以上人口が少ないの
に、逆にクラブ数は 10 以上多い。そして、横浜・
川崎では会員が減少傾向にあるのに対し、2780
地区は、昨年日本一の増強を果たした…が、今
年はマイナスの可能性が高い。現象面だけから、
非常に冷めた（但し私の勝手な推測を交えた）
ことを言ってしまうと、要するにこういうこと
です。
「わが国において、新会員を募ることは、大都
市圏や地方の主要都市ではかなり前から非常に
困難になっていた。一方で、
（相模原市のような）
周辺部が供給源となって新クラブを作るなどし
て極端な減少を食い止めてきていた。その結果、
ここ１０年間ぐらいは横ばい状態が続いてきた
のだが、その周辺部もそろそろ限界に来ている。
そして、津久井のような更なる田舎では、とっ
くに限界を超えている。
（つまり、最早どこでも
同じように大変だ…）」
…正月から、大変つまらない、それを言っち
ゃぁお終いのようなことを、ごちゃごちゃ言っ
てしまいましたね。でも、たぶん、これが現実
であって、どのクラブも増強の努力は一生懸命
しているわけですから、意識が低いとか、努力
が足りないとか、そういうレベルの問題ではあ
りません。申し上げたいのは、こういう現状を
踏まえた上で、だからこそ、本気で増強、ある
いは会員維持を考えようということです。
感覚的には（あくまでも私の感覚ですが）
、津
久井地域にもまだ可能性は十分あると思いま
す。ただ、人口から見て、2 クラブで 6 万人を
分け合うのだから、各３万人。1500 人に一人と
すれば、１クラブ 20 名程度が、この地域の適正
な規模ではないか（「適正」の明確な基準がある
わけではありませんから、あくまでも感覚的、
経験的な「適正」ですけれど…）。そのあたりを
目指そうではないか。
…というわけで、まあ、引き続き、頑張りま
しょうね。佐藤さんとも話したのですが、誰で
も入れりゃいいというものではありません。

王道は、「あなたに入って欲しいんだ」という
人を見つけることです。そして「この人がいる
なら入ってみたい」と思われるロータリアンに
なることです。何より、魅力的なクラブであり
続けようとすることです。…その意味では、当
クラブは、自信をもって「増強」に励んでよい
はずです。
以上、終わります。

スマイル報告

前半を振り返って
幹事・各委員会より報告
・井上 旭幹事
・水野 茂副会長
・小山里枝会計・副幹事・米山奨学会委員長
・田畑和久出席・スマイル委員長
・八木 勉親睦委員長
・高橋幸一職業奉仕・会員増強委員長
・杉本信一国際奉仕委員長
・沼崎善充社会奉仕委員長
・池田豊文委員
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山口さん、早く良くなって下さい。
今日は欠席者続出。何かの厄日でしょうかね…。

井上 旭会員

今年度も半年が過ぎ、後半はやがて来年度の会長幹事会も始り、多忙な日々が続
くと想像されます。本日は他にも用事があり、１時頃退席させて頂きます。

水野 茂会員

本日は欠席者が多いですが、頑張って行きましょう。

高橋幸一会員

顔が大きいので皆さんあまり気付きませんが、ダイエット進行中で－8.4kg で
す。－10kg までがんばりまーす!!

小山里枝会員

27 日の移動記念例会を前に、皆様体調を気にされているのではないでしょうか。
ハラハラしております。今日は 10 名での例会です。山口さん、お大事に。皆様
もお気をつけて。

池田豊文会員

毎日寒い日が続いております。皆さん、かぜやインフルエンザにお気を付け下さ
い。先週、息子がインフルエンザになりましたが、うつらなかったのでスマイル
します。

八木 勉会員

お久しぶりです。おかげ様でお仕事多忙で寝不足です。

杉本信一会員

越前町まで越前ガニを食べにいきました。津久井よりあたたかい気候で酒とカニ
で心いっぱいになりました。例会、欠席多いのでスマイルします。

田畑和久会員

カニ、食べたいなー。

