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遠軽ロータリークラブ

第２９１１回 通常例会記録

THE ROTARY CLUB OF ENGARU, AREA 4,RID2500

本 日 の プ ロ グ ラ ム

日時：2019年 3月 7日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン２Ｆ
司会：渡辺 政俊 直前ＳＡＡ⑪

2019年 3月14(木) 18:00～

夜間例会：懇親会
親睦活動委員会

次 回 の プ ロ グ ラ ム

★開 会 点 鐘 ：遠藤 利秀 会長
★国
歌：君が代
★Ｒ ソ ン グ ：奉仕の理想
★四つのテスト：高井 一博 君

2019年 3月28(木) 12:30～

委員会担当プログラム
会員組織委員会

会長報告

遠藤

利秀 会長②
今週3日から5日までの日程で
えんがるロックバレースキー場
で国際スキー連盟公認ファーイ
ーストカップが行われました。
この大会はワールドカップ出場
を目指す世界のトップレベルの
選手が出場する大会で、今年は
世界9か国から106名の選手が
エントリーしました。日本から
は日本代表選手3名のほかに遠軽町出身の3選手
も出場しました。そのうちの一人が当クラブの高
橋会員の息子さんです。また、高橋会員はこの大
会の組織委員会の委員長であり、島田会員が理事
長を務める遠軽信用金庫さんも特別協賛として
「遠軽信用金庫杯」を開催するなど協力されてお
ります。
世界クラスの大きなイベントで遠軽ロータリー
クラブの会員がその中心となって尽力されている
ことを大変誇りに思います。
3日間の大会は無事終了しましたが、今年はか
つてないほどの雪不足。しかも大会前から気温も
高い日が続き大会運営はご苦労があったことと思
いますが、雪の状態はワールドカップが開催でき
るほどと高評価だったのは関係者の皆様のご努力
によるものと頭が下がります。
遠軽町でファーイーストカップが開催されるの
は今年で3年目になりましたが、来年の開催地は
まだ決まっていないそうです。今年は仮設ロッジ
を使用しての開催ということで選手の皆さんには
ご不便をおかけしたので来年はぜひリニューアル
本日のプログラム
した新しいロッジで大会を開催していただきたい
ものです。

幹事報告 東海林 勉 幹事

１．理事会報告 a. 3月の例会プログラム
7日 ロータリー情報委員会
14日 夜間例会 親睦活動委員会
21日 休会 ／ 28日 委員会担当プログラム
b. 当クラブ創立60周年実行委員会の準備委員会
について：会長、幹事一任
２．北海道遠軽高等学校より、卒業証書授与式へ
の出席に対して礼状。

委員会報告

◇乾

淳 親睦活動委員長⑨
・今月の結婚記念日、おめでとうございます。
棚橋 忠君③ 河原英男君
橋本政司君
前田篤秀君
渡辺 勉君
・今月の誕生日、おめでとうございます。
佐藤直也君①
山田荘一君⑦
佐藤郁子様⑥
藤田禮三君⑤
・今月祥月命日を迎えた会員に供花を贈ります。
張江紀代美君④

◇高井 一博

国際奉仕委員長⑧

先日お願いいたしました「あなたも100ドル
を」の寄付ですが、3月にいただける会員の皆様
④
には3月28日までにお願いします。
【名前後の○数字は写真とその中の番号です】
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本日のプログラム

ロータリー情報委員会

未来の衝撃に備えよう

R情報委員会より少子高齢化など将来の問題に
対応するため、お話をして頂きたいと言うことで
標記題名でスライドを使って進めさせて頂きます。
まず、昨年の新聞の見出しですが「2045年推
計」で「道内人口25％減400万人」、「85市町村
で半減」、「65歳以上 、42％に」。遠軽町は
2015年：20,873人から2045年：12,137人、約－
42％減少です。
先日、会長が「町の人口も昨年2万人をわり、
『未来の年表～人口減少でこれから起きること』｣
の本の話をされました。私も興味があって、その
本と「未来の年表2～人口減少日本であなたに起
こること」も併せて読みました。
特に後者は10年後、20年後、あなたに起きる
事態の一覧があり、それは衝撃的な内容でした
が、これに関しては後ほど話したいと思います。
さて、2019年1月1日現在「ロータリー会員現
況」は、会員数＝1,206,501人で2018年7月1日と
の比較では、＋11,394人。クラブ数＝35,663、
同比較－18。女性の割合＝23％、同比較＋1％。
50～69歳の割合＝28％、40歳未満＝5％。
新入会者＝80,000人、退会者＝67,000人。新
会員の52％が、入会後2年以内に退会。
2500地区は、2019年1月末報告＝2,303人、
2018年7月1日との比較＝＋32人。2018年3月1日
時点で、50～69歳割合＝58.4％、40歳未満＝1.8
％。平均年齢は、60歳。
我がクラブでは、会員数41人で±0人。しか
し、平均年齢は68歳、2018年3月1日時点の地区
平均60歳、第4分区平均年齢62.9歳よりも高い。
若い会員の入会促進が課題です。
会員増強のために、職業分類制度を見直し、活
用しましょう。そして候補者を探しましょう。次
の表は、遠軽町遠軽地区の人口と遠軽商工会議
所、遠軽RC、そして遠軽JC、それぞれの会員数
です。会議所会員数はRCのそれよりも十数倍も
います。会議所会員を精査し、分類し、候補者を
絞っていきましょう。
昨年9月28日に開催された「地区指導者育成セ
ミナー」では、「人口減少と情報化のパラダイム
シフト（劇的変化）などにより、東京、ブロック
都市への人口集中が見られるが、大都市こそがロ
ータリアン過疎地域。
例会日
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表：市街人口＝遠軽町遠軽地区の人口、商工会議＝遠軽
商工会議所会員数、遠軽RC＝会員数、遠軽JC＝会員数

全地域での高齢化の進展と人口減少により、従
来型クラブの運営では限界が来ている。また、中
小企業の減少加速により、ロータリアンの源泉が
減少。更に情報化社会の進展＝ネット通販などに
より、リアル店舗が減少している。そして、事業
承継者不足による廃業加速（後継者不在率66.5
％）等々により事業者数の減少と寡占化が進み、
推測すると、第2500地区会員が2040年には1578
人、実に700人の会員が減少！」と。
クラブ存続のため、以前から提唱されている、
長期計画と年度目標、クラブビジョン等を策定す
る特別委員会の設置が真に望まれます。
「人口減少危機論」に反対する本も読みまし
た。“未来予測なんて、するだけ無駄だ。世界中の
誰も未来を正確に言い当てることなど、できな
い。…’いま’に集中している。いまこの瞬間を、
最高に楽しく、輝いている仲間たちと一緒に、遊び
尽くし、やりたいことをやって生きていきたいだ
けなのだ。”（堀江貴文氏の著書より）下線の部
分はまさにロータリアンの生き様ではないか！？
また、若手政治家の発言を紹介します。“困難
の中に好機を見いだす。…立派なりーダーは困難
な中にどうやったらできることがあるかを探す。
これからはもう人口減少を嘆くのはやめましよ
う。若い人が町を出て行くのを嘆くのもやめまし
よう。いくら嘆いたって人口が減ることは変わら
ない。どうやったら人口減少でも豊かさと強みを
引き出せるかを考える方がよっぽど前向きな地域
づくり、国づくりができると思いませんか。私は
そういう発想なんです。”

ニコニコ
ＢＯＸ 乾

淳 親睦活動委員長⑨
棚橋 忠君 結婚記念日
5,000円
佐藤直也君 誕生日
5,000円
山田荘一君 誕生日
5,000円
藤田禮三君 誕生日
5,000円
張江紀代美君 祥月命日に供花を頂いて 5,000円
2018-19年度合計 394,400円
☆閉 会 点 鐘：遠藤 利秀 会長
☆今月会報担当：竹内 徳治 委員

会員 出席計算 出席者数 メイク 出席率 無断欠席
数 会 員 数
アップ

須藤順一
2月28日 41
出席委員長⑩ 3月 7日 41

2002

18,191 18,116 17,327 16,565

市街人口

東海林 勉 地区会員増強委員長⑫

出席報告
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33
1 89.5%
委 員：佐久間英昭 本間克明 西 清治
22
57.9%
竹内徳治 東海林勉
遠軽ロータリークラブ www.engaru-rc.com
2018-2019年度 国際ロータリー
副会長：金谷正一
会長：バリー･ラシン(イーストナッソーRC) 会長：遠藤利秀
会長エレクト：渡辺
勉 幹事：東海林勉
第2500地区ガバナー 細川 博(帯広北ＲＣ)
会計：島田光隆
ＳＡＡ：上田 稔
第4分区ガバナー補佐 山市喜雅(紋別港ＲＣ) 直前会長：成田弘明 事務局員：佐藤郁子

◇1959年9月12日創立 1959年11月7日認証
【事務局】〒099-0415 北海道紋別郡遠軽町岩見通南２丁目 遠軽商工会議所内
Tel 0158-42-5201 Fax 42-5134 E-mail：info@engaru-rc.com
【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

