
2016年規定審議会で、

人頭分担金を、2017-1

8年度、2018-19年度、

2019-20年度の3年度に

わたって4 ドルずつ増額

する立法案が採択されま

した。この決定により、年

間会費は2017-18年度に60ドル、2018-19年度

に64ドル、2019-20年度に68ドルに増額されます。

歴史的に、国際ロータリーは会費を増額すること

に非常に消極的であり、過去の会費の増額は非常

に小幅なものとなっています。ロータリーの最初の会

費は、1910年の1人あたり年間1ドルでした。これは

現在の約26.90ドルに相当します。当時の事務総長

だったチェス・ペリー氏は、事務局の賃貸料、速記、

電話、郵便切手、タイプライターなど必要なものの

購入費を払うには不十分だと述べていました。

今日のロータリーはとてつもなく大きな組織となり、

複雑な世界で複雑な活動に従事しており、その運営

のために非常に大規模な予算を必要としています。

事務局スタッフは、世界各地の120万人のメンバー

をサポートしています。資料、クラブ支援、研修、国

際行事、言語サービス、IT、財団関連のサポート、リー

ダーシップ支援など、ロータリーの活動全般を運営

できているのは、主にスタッフの素晴らしい仕事のお

陰です。

しかし、RIがロータリアンに対し予算内で提供できる

業務と、ロータリアンが必要とし期待する業務に差異

が生じていることも明らかとなっています。10人のう

ち9人のロータリアンが事務局からの支援を増やして

欲しいと望んでいます。しかし、ロータリーの現況と収

入、グローバルなインフレ、世界金融市場の継続的

な変動を鑑み、私たちにはRIの業務を減らすか、会

費を増額するか2つのオプションしかありませんでし

た。ロータリーの継続的な成長と繁栄を今後も求め

ていくかどうか、選択しなければなりませんでした。

会計士として、私には財務責任があり、長期的な

財務計画を非常に真剣に受け止めています。会費

を適度に増額することが、唯一生き残れる道である

ことは疑いもなく明白でした。財務5カ年見通しに基

づくと、1ドルの会費増額に収入増は1.8％で、世界

のインフレ率2.5％を下回ってしまいます。2ドル増額

だと、2019年までの理事会目標である剰余金が必

要レベルを下回り、3ドル増額しても2018年までの

剰余金目標をわずかに上回る程度です。これらの

オプションでは、会員が希望すること（奉仕の増加と
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【 本日のプログラム 】 6月7日 卓話 「山の話」 小林 正樹 様
【 次回予告 】 6月14日 第７回クラブ協議会 「年度終了にあたり」 会長、幹事

【 第1902例会 】 平成30年5月31日（木） 【 司会SAA 】 阿萬 正巳 君
【 斉唱 】 「我等の生業」 【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君
【 ビジター 】 磯部 芳彦 様（座間RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

40名 28名 87.50% 83.78% 12名 橋本（吉）、板垣、新村、苗加

会長の時間 小栁 智裕 会長
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向上、事務局支援の増加と向上）をかなえることは

不可能です。

2016年に承認された会費増額の結果、ロータリー

は、健全な財務基盤を構築し、かつ、未来に投資す

ることができるようになります。

皆さまには、お金だけでなく、時間とエネルギー、

そして努力をロータリーのために提供していただいて

おります。適切なかたちでより多くの力を傾ければ、

得られるものも大きくなるでしょう。私たちが共に支え

る国際的な絆をなくして、何も達成することはできま

せん。世界に「変化をもたらす」皆さまのご支援、ご

助力に感謝いたします。心を込めて。

今年度、ロータリー財団への「寄付」が、大幅に足

りません。すでにご寄付頂いた方もございますが、何

卒 ご協力のほど宜しくお願い致します。

①5月27日日曜日厚木中ＲＣ40周年記念例会に

会長と参加してまいりました。当日は本厚木ＲＣ会

員のスライドでの紹介がありました。

②7月8日に米山学友会主催の「クリーンキャンペー

ン」が片瀬海岸東浜にて行われます。海岸清掃

後はＢＢＱも企画されているようです。次年度会

長幹事、米山奨学委員等、歴代米山委員会の

皆様、米山奨学生のカウンセラーあてに案内がき

ておりますので宜しくお願い致します。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

会員誕生日 中村 友彦 君 6月6日

結婚記念日 富澤 克司 君 6月1日

創業記念日 橋本 吉宣 君 6月5日

入会記念日 小野 泰弘 君 6月1日

「次年度へ向けて」

鈴木 洋子 会長エレクト

小栁会長、北砂幹事、40周年事業に携わって

頂いた役員の皆様お疲れさまでした。とても素晴らし

い式典、祝宴で、感動しました。ありがとうございまし

た。会長ターゲット

「みんなが主役、

一人ひとりが主役」

そのものでした。

前年度、本年度と

素晴らしい会長の

下で、大和中ロー

タリークラブが運営

されています。あと

ひと月で新年度となりますが、私が務まるかどうか、

とても不安で今からでも返上したい気持ちでいっぱい

ですが、皆様のお力を頂いて産声をあげて参ります

ので、よろしくお願い致します。

2018‐19年度RI会長 バリー・ラシン氏

East Nassauロータリークラブ所属

バハマ（ニュープロビデンス島）

フロリダ大学で保健・

病院運営のMBAを取

得し、医療教育機関

であるAmerican Colle

ge of Healthcare Ex

ecutivesでバハマ初

の特別研究員となり

ました。院長として37

年間務めた医療機関

Doctors Hospital He

alth Systemを最近退

職し、現在は顧問を務めています。全米病院協会

の生涯会員で、Quality Council of the Bahamas、H

ealth Education Council、Employer’s Confederatio

nなど複数の団体の理事・委員長も務めました。

1980年にロータリー入会。RI理事を経て、現在は

ロータリー財団管理委員会の副管理委員長を務め

ています。また、RI研修リーダーとK.R. ラビンドラン2

015‐16年度RI会長のエイドも経験しました。

ロータリー最高の賞であるRI超我の奉仕賞のほか、

2010年ハイチ地震後のロータリーによる災害救援

活動を統率したことにより多くの人道賞を受賞してい

ます。また、エスター夫人とともに、ロータリー財団の

メジャードナー、遺贈友の会会員でもあります。

ロータリの歴史は今から113年前に創設しました。

現在世界の隅々に35,000のロータリークラブがあり、

日本にはやく2,300のクラブがあり、2018年1月14

日現在で1,222,095人のロータリアンが活動してい
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ます。

ロータリーの役割は、世界において、また会員の

人生において、絶えず進化してきました。ロータリー

の初期は会員が親睦と友情を見つけ、地域社会で

人々の繋がりを築く方法を提供してきたとは周知の

事です。その後、奉仕が芽生え、組織の成長ととも

にその影響も膨らんできました。

ロータリー財団の支えもあって、ロータリーの奉仕

は世界中の家族や地域社会の人々の生活を変え

ていくようになりました。また他団体とのパートナーシッ

プや奉仕の重点分野を生み出し、ポリオ撲滅に乗り

出し、大きな成果をもたらしています。ロータリーはこ

の地球上のあらゆる国の人々が手を取り合い、自分

を超えた素晴らしいことを生み出せる場所であり、才

能、そして世界を変えようという熱意を持つ人たちの

世界的なネットワークの一員となれるチャンスがあり、

力を合わせれば実現できる能力とリソースを兼ね備

えています。全世界でロータリーはかつてないほど

重要な存在となっており、より良い世界を築く潜在能

力は甚大です。

キーワードは、①効果的かつ効率的に奉仕する。

②意義があり、持続可能な方法で、より多くの人に

変化をもたらす。③先人たちの活動の上に、将来の

ために堅固な土台を築く。④ロータリーの活動が成

長し続け、世界に役立つようにする。それが、ロータ

リーの新しいビジョン声明を作るためのインスピレー

ションになりました。この声明は、私たちが築きたいと

願うロータリーを顕しています。この声明は昨年9月

RIの理事会で承認されたもので、ロータリーのビジョ

ン・将来像を示す言葉として重要となるので、趣旨を

よく理解することが大切です。

この30年間にロータリー全体を一つに結び付けて

きた活動「ポリオ撲滅活動」こそが、インスピレーショ

ンであったと指摘しています。私たちの標語「超我の

奉仕」から、インスピレーションを得てくださいと話さ

れていました。

2018～19年度RI会長バリー・ラシン氏のテーマ

を、会長・幹事会時の参考資料をもとにお話しさせ

ていただきました。

「2018-19年度 第2780地区方針」

第2780地区ガバナー 脇 洋一郎（茅ヶ崎湘南RC）

昭和24年10月15日生

まれ

所属クラブ 茅ヶ崎湘南

ロータリークラブ

職業分類 不動産管理

勤務先（役職）

有限会社脇材木店（代

表取締役）

最終学歴

明治大学 法学部法律学科 卒業

職歴 昭和47年4月 有限会社脇材木店入社

昭和55年9月 代表取締役 就任

ロータリー表彰

ポール・ハリス・フェロー／マルチプルPHF／メジャー

ドナー／ベネファクター／ポール・ハリス・ソサエティ

―会員／米山功労者メジャードナー

１）奉仕の実践

ロータリーの目的は奉仕の実践です。クラブ独自

に、またはR財団の地区補助金、グローバル補助金

を活用して地域社会、国際社会、青少年のために

奉仕活動を実践する。ロータリー米山記念奨学会と

奨学生を積極的に支援する。

２）RI戦略計画の推進

クラブのサポートと強化 人道的奉仕の重点化と

増加 公共イメージと認知度の向上

３）会員増強・会員維持

クラブ会員数29名以下のクラブ 純増1名

30名以上49名以下のクラブ 純増2名

50名以上のクラブ 純増3名

新会員の入会はクラブの活性化の要です。例会

の開催日、開催時間、会費等、柔軟性と刷新性を

活用して若い人、女性が入会しやすい環境を作り、
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会員を増強する

４）寄付のお願い

R財団 奉仕活動への資金源

目標 年次寄付 200ドル以上／1名

恒久基金 1,000ドル以上／1クラブ

ポリオ撲滅 40ドル以上／1名

米山奨学会 日本で学ぶ海外からの留学生の支援

目標 20,000円以上（普通寄付を含む）／1名

５）ロータリークラブを対象とするロータリー賞へのチャ

レンジ

RI戦略計画の3つの優先事項を推進するために、

各分野の3項目を達成する。

６）マイロータリーの登録率向上

My ROTARYにログインすると会員専用のコンテン

ツと自分のプロフィールを閲覧できます。このサイトに

はロータリーに関する役に立つ情報が満載です。今

年度はマイロータリー推進委員会を設けて、マイロー

タリーへの登録・普及を図ります。

2018～19年度大和中RCの会長ターゲット

「未来へのあしがかりを創ろう」

大和中ロータリークラブは41年目に入りました。孔

子ではありませんが、不惑を越え、天命を知る50ま

でには10年あります。

しかし、ロータリークラブは不惑ではないと私は思

います。10年後も天命を知るとは言わないだろうと

思います。なぜなら変化を求め、インスピレーション

を求めているからです。これからを受けて、私たちは

未来を担う子どもたちに目を向けてみました。

【クラブ目標・計画】

保育園・幼稚園の現状、子ども食堂の実態等を

知りたいので、関係者の方に卓話をお願いします。

また、女性経営者・事業家の方々の卓話もお願いし

ております。

1.継続事業として

①松風園映画鑑賞会（地区補助金活用）

②交通事故撲滅大作戦

③特殊詐欺撲滅 落語の会

2.会員増強・会員維持

純増2名（地区方針）ですが、会員維持に重きを

おきたいと思います。

3.ロータリー財団

奉仕プロジェクトを支援するための地区補助金制

度があります。

一人当たり 200ドル以上

4.米山奨学会 一人当たり 20,000円以上

米山奨学生ファン レ グェン君（国籍ベトナム）

神奈川工科大学修士課程

5.青少年育成基金

例年通り、大和市内の中学校へ

最後になりましたが、理事・役員の皆様はじめ各

委員会の皆様のご協力を得て、無事に船出ができ

ますように、よろしくお願い致します。
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磯部 芳彦 様(座間RC)君
本日はお世話になります。ちなみに、私は雨男で

はありません。
小栁智裕会長、髙橋政勝副会長、北砂明彦幹事
5/19、40周年記念式典・祝賀会に多くのご協

力いただき、無事終えることができました。改めて御
礼いたします。いよいよ、次年度へ向けての大事な
例会です。鈴木洋子会長エレクト、石川達男幹事
エレクト、本日はよろしくお願いいたします。
鈴木 洋子 君
第６回クラブ協議会「次年度へ向けて」です。体

調管理が悪く、気管支炎をおこし、お聞き苦しい所
多々あると思いますが、お許しください。
上田 利久 君、伊藤 英夫 君
40周年記念あめでとう。多くのお客様方、それぞ

れに楽しんでいらっしゃいました。大和中クラブって

素敵なクラブですね。お世話くたさった皆様に感謝。
40周年実行委員長 神作 彰 君

40周年の式典・祝宴には、ご参加・ご協力を頂き
ありがとうございました。心より感謝いたします。
川名 惠美子 君

苗加真敬様、中村友彦様、お誕生日おめでとう
ございます。
中村 友彦 君

誕生日のお祝いありがとうございます。まだまだ4
0代、頑張ります。。
富澤 克司 君

結婚のお祝いをありがとうございます。
小野 泰弘 君

入会1周年のお祝いありがとうございます。この1
年はあっという間でした。今後ともよろしくお願いいた
します。

スマイルボックス 藤塚 勝明 委員 本日 \14,000 累計 \586,309


