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オミクロン蔓延の中、いかがお過ごしでしょうか？ 
地区大会は 3 月 2 日・3 日の開催予定でしたが、5 月 31
日に延期いたしました。1 日だけの地区大会となりますが
二日間大会とほぼ内容は変わりません。 
みなさんのご参加をお待ちしています。 
（写真は 2月 21日に東京本郷 RCの献血会で撮影したものです） 

 
会員増強とクラブ拡大をする覚悟を持とう 
今年度、大きな目標と 5 項目の中で 4 番目に「会員増強、クラブ拡大をする覚悟を持と

う」と申し上げました。会員増強はもちろんですが、クラブ拡大（新クラブの設立）にも関心が
高いクラブが多いようですので、ぜひ力を注いでいただきたく、今月の月信に書き記します。 
現在のロータリーでは、年齢の若い順に、インターアクトクラブ（12～18 歳の中学生・高校
生）→ローターアクトクラブ（18歳以上の若い方）→ロータリー衛星クラブ（伝統的クラブへの
入会が難しい大学生や若い社会人、仕事を引退されたシニアの方々にとっても魅力的な 
クラブ）、そして当地区の多くの方々が所属する 
伝統的なロータリークラブがあります。ロータリー
117 年の歴史の中でプログラムが増えて、様々な
世代や立場の方がロータリーの活動に参加できる
ようになっております。 

 
3つのインターアクトクラブが結成されました！ 
インターアクトクラブ（以下 IAC）は今期3クラブが結成され、
そのうちの 2 つは高校基盤、1 つはボースカウトと協力した 
地域基盤の珍しいクラブです。IAC は 12 クラブに増えまし
た！ 
マスク、消毒液、加湿器、CO2 チェッカーの寄贈活動で、 
地元の学校とつながりができたのではないでしょうか？興味
をもってくださる学校があれば、ぜひご相談ください。担当 
委員会がサポートいたします。経営者の話を聞くことは、  
インターアクターにとって貴重な機会となります。ロータリアン
である我々が職業奉仕の精神で貢献できることは多いと思
います。 

       （写真：1月 16日開催 文京第 5団 IAC認定状伝達式） 

 
スポンサークラブ インターアクトクラブ 結成日 
東京ワセダ RC 東京女子学院中学校高等学校 IAC 2021年 7月 7日 
東京東村山 RC 日本体育大学桜華中学校・高等学校 IAC 2021年 10月 13日 
東京後楽 RC 文京第 5団 IAC 2021年 10月 31日 
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期待の星 ローターアクトとロータリー衛星クラブ 
国際ロータリーの加盟クラブに含まれることになり、ますます期待が高まっているローター

アクトクラブ（以下RAC）ですが、今期は東京葛飾中央RCが新クラブ“東京葛飾中央RAC”
を設立なさいました（2月 16日に設立例会が行われました）。 
ロータリー衛星クラブ（以下 衛星クラブ）も、東京麹町 RCがスポンサーとなって、米山学友
を設立中心メンバーとしたクラブが申請まで漕ぎつけました。 
公式訪問でも申し上げる機会が増えてきましたが、一つのロータリークラブに一つの衛星
クラブが理想的な形ではないかと私は思っています。 

 
ローターアクトでは卒業時に縁が切れてしまう 
30 歳の年齢上限はなくなり、クラブで定年を決められるとはいえ、あくまでもロ
ーターアクトは若い世代が対象です。仮に 35 歳定年の場合、そのクラブを卒
業する時にロータリーとの縁が一旦切れることになります。 
これは定年 40 歳にされても同じことです。ローターアクトを卒業して、スポンサ
ークラブにそのまま入会される方は、とても少数派だと思います。昼間の例会
参加、高額の会費が主な障壁になっています。 
 
平日の昼の例会参加が困難 
今年度多くのクラブが挑戦したオープン例会でも、ロータリーの趣旨には賛成
だが、働き盛りの方には平日の昼間の例会が負担だとおっしゃる来場者もいら
したようです。 
さらに、私は否定する訳ではありませんし素晴らしいことをされていると思って
いますが、そのクラブが永年“例会 100％出席”を目指されていると、新規入会
される方にはハードルが高く、クラブに迷惑をかけるという理由でお断りがあっ
たと聞きました。 
 
会員候補者 20名が揃わない 
ロータリークラブの申請には 20名の創立メンバーが必要です。 
十数名集まっても、あと数名足りず、申請できずに時間がかかってしまうという
ケースもあります。 
 
時すでに遅し。会員候補者になる頃には、他団体や他クラブの主要メンバー
になっている。 
会員の息子さんや娘さんにはぜひクラブに入会してもらいたいところですが  
「まだ仕事が忙しそうだから、数年後に声をかけよう」と考えることは多いと思い
ます。 
しかし、いざ声をかけた時には他団体や他クラブの主要メンバーになっており、
入会してもらえなかったという話を聞きます。手遅れですね。 
 
高額なクラブ会費 
例会場が都内のホテルで昼食付きの場合、クラブ会費が高額となります。 
伝統的なクラブの会員候補者は、会費が支払える金銭的に余裕がある方に 
限定され、若い方が入会を躊躇したり、仕事を引退なさったシニアの方が退会
を検討したりする要因になっているようです。 
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衛星クラブで課題解決！！！ 
 

衛星クラブは、そういったお断りの理由の大部分を解決するのではない
かと思っています。 
衛星クラブはたった 8名の創立メンバーで結成し、活動開始できま
す。スポンサークラブの会長・幹事、衛星クラブの議長・幹事の 4名の
サインで申請できるので、申請書を地区にまわしてガバナーがサインを
するといった時間のロスもありません。申請してから約 3週間で認可が
おりるということです。 

クラブへ勧誘されている若い方や、会員のご家族・親族、入会を様々
な理由で躊躇されている方たちには、衛星クラブに一旦入会いただき、将来ご自分に余裕
が出来れば、スポンサークラブへ移籍いただけばよいのです。 
 

 
ロータリークラブも衛星クラブも月 2 回以上例会を行わなければならないことは同じです。 
衛星クラブの場合には、Zoomを使った例会にしたり、
平日または土日の夜の例会にしたり、例会を工夫し
て行っております。もちろん対面の例会やイベントや
交流会もしますし、スポンサークラブの懇親会や奉仕
活動に呼んでもらえれば、参加して一緒に奉仕や親
睦を楽しみます。衛星クラブの会員も、世界で通用す
るロータリーバッジを付けます。ということは、世界中、
日本中の他のクラブへメーキャップできますし、 財団
の資金も申請してスポンサークラブが実施する活動に協力することも可能です。 
最低限の約束は RI 人頭分担金（約 8,000 円）、地区賦課金（今年度は 14,000 円）、   
地区大会人頭分担金（今年度は 9,000 円）、ロータリーの友購読料やスポンサークラブの 
経費一部負担等です。クラブ会費を年間 6万円に抑えられている衛星クラブもあります。 
スポンサークラブにとってのメリットは、会員数と多様性が増えることだと思います。例えば

40 名の伝統的なクラブに、10 名の衛星クラブが創立できれば、50 名の会員で活動できる
可能性がうまれます。 
 
増強だけがロータリーではないと、お話をされる方がおられますが、再三申し上げている 
ことは、会員増強と退会防止は両輪だということです。両方真剣に覚悟を持って取り組まな
ければなりません。人は永遠ではありません。残念ですがその点を考慮ください。 

なお、衛星クラブの会員数が 20 名に達した時には、 
ロータリークラブへの移行が可能です。衛星のままで
活動を継続するか、ロータリークラブに変更するのか
はスポンサークラブと、衛星クラブの皆さんで判断して
いただきます。 
 
せっかくオープン例会開催したり、丁寧にお声がけを
したりしているのに断られるのは悔しいことです。    
「残念だが今は厳しい」とお話される方の受け皿として
衛星クラブをお考えください。 

https://youtu.be/NTuZJGSoh4c
https://youtu.be/NTuZJGSoh4c
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今年度は残り 4 か月となりました。次年度の準備が活発に 
行われています。最後まで活性化、奉仕と親睦、増強、拡大
に邁進していただきますようにお願いいたします。 
 

共にロータリーを楽しみましょう。 

 
2022年 3月 1日 

     

     

     

 

 

国際ロータリー第 2580地区 

ガバナー 若林英博 

 

 

 

 

心よりお悔やみ申し上げます 
 
 

松本 修（まつもと おさむ）会員 
東京福生ロータリークラブ 

ご逝去日 2021年 8月 12日 享年 75 
入会日 1992年 1月 10日 

セブンイレブンあきる野二宮店 オーナー 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

ベネファクター 
米山功労者 

 
 

        祖父江 重夫（そぶえ しげお）会員 
東京福生ロータリークラブ 

ご逝去日 2021年 2月 12日 享年 89 
入会日 1979年 7月 7日 
祖父江翻訳事務所 所長 

ポール・ハリス・フェロー 
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ご厚意に対し、深く感謝申し上げます

マルチプル･ポール･ハリス･フェロー

7回 宮部　一弘 （東京池袋）

6回 加古　博昭 （東京池袋） 鈴木　義雄 （東京東江戸川）

4回 奈良　恒則 （東京新宿）

3回 白石　正 （東京セントラルパーク） 村山　時 （東京東江戸川）

1回 谷田部　尚 （東京新宿）

ポール･ハリス･フェロー

小柳　淳 （東京新宿） 大岡　太郎 （東京新宿）

岡部　安治 （東京新宿） 尾藤　哲 （東京新宿）

鈴木　祥祐 （東京新宿） 豊岡　良至 （東京新宿）

野吾　行範 （東京新宿） 阿部　亮介 （東京セントラルパーク）

小野　博文 （東京セントラルパーク） 河東　宗文 （東京セントラルパーク）

杉本　義孝 （東京セントラルパーク） 花形　明利 （東京セントラルパーク）

深谷　敏哉 （東京セントラルパーク）

ベネファクター

鈴木　義雄 （東京東江戸川）

米山功労者・マルチプル

7回 渡邊　俊一 （東京紀尾井町）
3回 深尾　一郎 （東京紀尾井町） 宮城　富夫 （宜野湾）
2回 中村　ひろみ （東京紀尾井町）

米山功労者
黒島　剛 （石垣） 森田　安高 （石垣）

1月31日分まで　敬称略、順不同

 

・・・・・・・・・・・・・・・国際ロータリー第 2580地区・・・・・・・・・・・・・・ 

  ウェブサイト       LINE アカウント      YouTubeチャンネル  

 

 

 


