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●斉  唱 
 

ロータリーソング「我等の生業」 

 

●本日のお弁当 
 
 大正館 

 

●本日のお客様 
 

地区公共イメージ向上委員会 委員長 池森由幸様（名古屋千種ＲＣ） 

 
●本日の卓上花 
 
 バラ、エリンジウム 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。池森さん、今日はお忙しいところお越

しいただきましてありがとうございます。後から卓話がござい

ますので、よろしくお願い致します。 

 ここに立つのがあと何回かなと思い手帳を見ましたら、今日

を入れて、あと 9 回でございました。先程、鈴木基由さんが私の

ことを親睦一本とおっしゃっていましたが当然でございまして、私は親睦しかないものです

から難しい話もできませんけども、鈴木基由さんの大宮でのご活躍をお祈り申し上げます。

異動の方もいらっしゃいますけども、入会候補者の方が 5 名いらっしゃいます。現在、碧南

RC は 68 名ですが、次年度は 71 名でのスタートになります。私の役目は少し果たせたかな

と思っております。 

 先日、本屋に行きまして挨拶のネタの雑学の本を 3 冊買ったのですけども、パッとしなか

ったものですから、今、百田尚樹さんの本をむさぼり読んでおります。その本がめちゃめち

ゃ面白いのですが、この話はまたの機会にしたいと思います。 

木村徳雄会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

 今日は「日本で 1 日に起きていることを調べてみた」という本の一部を紹介したいと思い

ます。これは宇田川さんと言って、中学校、高校の先生をしており、私の 5 つ上で、犬山に

住んでいる方が去年に出された本です。この本の中の 1 つに「1 日に全国の自動販売機で販

売されるドリンク」というのがありまして、色々なサイズの物がありますが、500ml のペッ

トボトルに換算すると約 4,200 万本が 1 日に消費されております。国内には 24 人につき 1

台、約 500 万台の自動販売機があります。日本が世界で 1 番自動販売機が多い国となってお

ります。それはなぜかというと、日本は治安が良いので、路上にもずらずらと自動販売機が

設置されているからです。ヨーロッパでいくと、フランスでは自動販売機にお金を入れると

品物が出てこない、お釣りが出てこないということがあり、信用されておらず買う人が少な

いので、普及できないそうです。また、韓国と中国では硬貨があまり流通しておらず、紙幣

が一般的なので、日本と違って紙幣の読み取りがなかなかうまくいかないということで、普

及ができないそうです。日本の技術は最高でございまして、どこにも負けない自動販売機で

ございます。年々変わってきているのですけども、2005 年がピークで最高に売れておりまし

た。1 日の売上が 138 億ぐらいで凄い経済効果でした。ただ、2005 年から徐々に売上と販売

が減っておりますが、色々なアイデアで今から 10 年後には伸びているかもしれません。 

 碧南 RC もアイデアで会員 70 名をキープできればと思っておりますので、会員増強をお願

いしまして、あと 8 回喋りますので、よろしくお願い致します。 

 ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 第 10 回の理事会並びに他クラブの例会変更等は幹事報告

書の通りでございます。 

・ 来週の例会終了後に 60 周年記念正副委員長会議がござい

ますので、関係の皆様方はよろしくお願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

地区公共イメージ向上委員会 委員長 池森由幸様 

        今日は、地区公共イメージ向上委員会から参りました。宜しくお願い申し

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 11 名)出席者 56 名 

 出席対象者 56／63 名   出 席 率    88.89％ 

 欠席者 12 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷信二幹事 



上げます。 

木村 徳雄君  今シーズンのスキーは４月１４日～１５日で、御岳チャオスキー場で打ち

上げです。無事におわり、来年に向かいます。感謝。 

榊原  健君  ４月５日、碧南市政功労者表彰を頂きました。これも皆様のお陰と深く感

謝申し上げます。 

榊原  健君  本日の講師・池森由幸先生、碧南まで有難うございます。大歓迎いたしま 

伊藤 正幸君  す。 

鈴木 健三君   

平岩 辰之君  息子が結婚しました。皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。 

角谷 信二君  久し振りに娘と夕食をとりました。少し疲れぎみでしたが、１キロ肥えて

帰って行きました。 

山中 寛三君  寒いので、長い間欠席していました。 

平岩統一郎君  市政功労者表彰をして頂きました。 

小笠原良治君  ご無沙汰しています。時間とタイミングが合わず、失礼していますが、気

持ちは皆出席のつもりです！ 木村会長の会長あいさつを一度は聞きたい

と思っていますので、待っていて下さい。顔を近いうちに出します！ 

        ２１日の春の家族会・御園座観劇、行きたいですが、私は無理ですが、愛

妻を出席させますので、よろしくお願い致します。ダスキンの鈴木様、よ

ろしくお願いします。 

長田 豊治君  ４月５日に碧南市市政功労者表彰を頂きました。これも皆様のお陰と深く

感謝申し上げます。 

新美 宗和君  本日の講師、池森由幸様をご紹介します。 

貝田 隆彦君  今朝、初孫が誕生しました。女の子だそうです。 

鈴木 基由君  本日をもって退会させて頂きます。大変お世話になりまして、ありがとう

ございました。 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「今、何故 公共イメージ向上に取り組むのか？」 

地区公共イメージ向上委員会 委員長 池森由幸様 

 

 どうもご丁寧にご紹介いただきましてありがとうございま

した。名古屋千種 RC の池森由幸でございます。今日は地区公共

イメージ向上委員会の委員長として神野ガバナーから各地区のクラブに回って公共イメージ

向上の話をするように今年初めに仰せつかっておりますので、お邪魔させていただきました。

今年、十何クラブお邪魔しているのですけども、こういう壇上で話をさせていただくのは碧

南 RC さんが初めてですので、緊張しておりますがよろしくお願い致します。今日は「今、

何故 公共イメージ向上に取り組むのか？」というテーマでお話させていただきたいと思いま

池森由幸様 



す。 

 日本だけではなく全世界的にクラブ会員の平均年齢が上がってきているということと、ロ

ータリークラブの場合は男女会員のバランスが崩れているという問題が背景の 1 つにありま

す。その上、我が国では会員減少の問題が大きな影響を与えております。国際ロータリー第

2760 地区の会員数の動向は、2006 年をピークにずっと下がっております。2011 年からは、

横ばい状態であります。但し、この会員減少問題を論ずる際には必ず基本的な社会的背景を

理解すべきです。それはどういうことかというと、日本の生産年齢人口であります。1995 年

がピークで、2017 年 4 月には既に 13%減少しております。この生産年齢人口を補う年少年齢

人口が第 2 次ベビーブームから既に 40%も減少しております。人口減少の実態と推計を具体

的にイメージすると、2014 年と 2015 年の 2 年間に日本中で長崎市の今の人口と同じ約 45

万人が既に減少しました。人口がピークであった 2005 年から 2020 年までの減少数の累積数

は、九州で 1 番人口の多い福岡県全体の人口約 500 万人が減るという推計が出ております。

また、2033 年までの減少数の累積は、九州全体の人口（北海道全体の人口の約 2.6 倍）に匹

敵する約 1,400 万人が減るという推計が出ております。この流れというのは簡単に変えるこ

とができないというのが背景にあります。しかし、生産年齢人口は減少し続けておりますが、

2012 年ぐらいから第 2760 地区のロータリアン数は横ばい状態で相対的には増えております。

これから先は会員の相対増ということで、要するにロータリークラブに入ったら辞めないよ

うにするためにロータリーの活性化をしていかなくてはいけません。会員 1 人 1 人がロータ

リー活動に興味を持っていただいて、それを他の人に伝えてほしいということが公共イメー

ジ向上委員会から申し上げることであります。 

2017-18 年度の地区公共イメージ向上委員会の事業計画は、 

  1. 「公共イメージ向上」に関する情報提供と協力依頼の継続 

     地区内クラブへ卓話による情報提供 

     地区大会、委員長会議、諸委員会等でのプレゼン 

  2. 地区内クラブの社会奉仕事業と、地区委員会活動のニュースリリース発信 

     今期は 5 回のプレスセミナーと適時のプレスリリースを行っています。 

     地区の事業と各クラブの公益事業に関してマスコミに情報提供を行い、ニュース

に取り上げてもらえるように努力しています。皆様には各クラブで行っている公

益事業に関しての情報提供を地区委員会までお願いします。 

  3. My Rotary 登録推進の継続 

     3 月末日現在の西三河分区の My Rotary 登録率の平均割合が 22%であります。第

2760 地区全体で 25%、碧南 RC さんはちょっと少ない 21%という数字になってお

りますので、できましたら My Rotary 登録をお願い致します。 

  4. Web による情報発信の継続 

     地区のホームページを一般の方にもロータリー活動がわかりやすいように改訂し

ました。 

この 4 点に絞られます。これは来年度もほぼ一緒です。 

 各クラブで公共イメージ向上活動を行っていただく際の具体的な留意点をご説明させてい



ただきます。留意点は IT 活用能力の問題と人材の問題と個人情報保護の問題が大きな問題に

なります。まず、IT 活用能力の問題なのですが、総務省のデータでは 50 代から急激にホー

ムページやスマホを使いこなせなくなっているというデータが出ております。ですので、ロ

ータリアンの年齢の方たちが使いこなせないことが多いのですけれども、これはロータリア

ンの方が使わなくても良い訳で、一般の方が使っていただければ良い訳ですので、IT を使っ

ていただくきっかけになるような外向きのものを作っていただきたいと思います。とは言う

もののロータリアンにも使っていただかなければいけませんので、人材の問題ということで、

各クラブの事務局やガバナー事務所のスタッフが支援をさせていただきます。個人情報保護

の問題なのですが、SNS を使った情報発信はとても有効な手段であります。その時に映像が

たくさん取り込まれている方が好感要素になって見ていただけます。但し、映像に映り込む

一般市民の写真の取り扱いには注意をしていただきたいということであります。顔写真は個

人情報の最たるものであります。第 2760 地区のホームページにも「一般の方の顔写真取り扱

いガイドライン」が書いてありますので、よろしくお願い致します。 

 次年度も以上を踏まえて多くの方々に対して、ロータリー活動に共感を持ってくださるよ

うにお伝えいただければと願います。 

 貴重なお時間を使わせていただきまして、ご説明させていただきました。地区公共イメー

ジ向上委員会では、皆様方の活動をサポートさせていただきますので、もし何かありました

らお申し付けください。1 人でやることはなかなか難しいですが、ロータリーのような皆さん

と一緒にできることがとても重要なことだと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成３０年４月２１日（土）春の家族会 御園座観劇 

バスは８時４５分会議所出発  例会開始１０時（ヒルトン名古屋１階） 


