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会員数
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出席率
76.92 ％
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-

会長の時間

東 美栄

会長

「狭山中央 RC は限界集落？」
ガバナー・スズキが限界集落探訪
会員数 30 名 平均年齢 70 歳 高齢化率 80%
令和元年 11 月 12 日。埼玉県南西部の都市・狭山市。
会員の 8 割以上が「高齢者」の限界集落クラブを鈴木
秀憲ガバナーが訪問。会員のほとんどがパスト会長。
もはや次の会長のなり手は皆無。存亡の危機に瀕す
る狭山中央 RC！

例会の記録

これはお手元に配られた「ガ
バナー月報」１月号に載った
当クラブの紹介文です。「限
界集落」とは過疎化などによ
り人口の 50％以上が（国が
定める高齢者の定義である）
65 歳以上となり、社会的共
同生活を送る上で必要な人
材が確保できなくなり、存続
が困難となった集落を指しま
す。
翻って私たちの狭山中央 RC は会員の 80％以上が
「高齢者」です。いくら声を掛けても誰も会長を引き受
けない。兄弟クラブである新
狭山 RC との合併すら視野
に入れざるを得ない。そんな
状況を自虐的に「限界集落」
と表現しました。狭山中央
RC は高齢化だけでなく会員
数の減少も深刻です。上半
期中に会員数の 30 名に対し
その 10%に当たる 3 名が退会
しました。「増強 1 割」どころ
か 1 割の減少です。（ちなみ
に「増強」の反対は「減弱」とはいわないようです。医
療用語には「減弱」がありますが、こちらの反対語は
「亢進」となります。）
会員減少。後継者不足。まさに「限界集落」です。
ちなみに会長エレクトを断った方々の理由は、仕事の
都合、家族の都合など様々でした。中には「人前で話
をするのが苦手だから」という理由にならない理由も。
中には驚くような理由を挙げた会員がいました。「年を
とっておっくうになった」個人差はあるでしょうがこれは
「一理ある」かもしれません。

誰しも年を重ねると若い時にはできたことがだんだん
難しくなります。たとえば私にも心当たりがあります。
数年前に副 SAA をした頃はどんな細かい字で書かれ
た「ニコニコ」も楽に読めていました。ところが最近は
なかなかピントが合いません。今、副 SAA を任された
ら「おっくう」かもしれません。
12 月 17 日。2019-2020 年度の上半期を締めくくる家
族同伴夜間例会が喜代川で行われました。例会の開
始前に臨時理事会が開かれ全員一致で会長エレクト
が承認されました。それは例会の冒頭で全会員に伝
えられ、正式に狭山中央 RC の次期会長が決まりまし
た。遡ること 1 週間前の 12 月 10 日。同じく喜代川に
歴代会長が集結。「会長エレクト推薦委員会」が開か
れました。その席で柴田譲パスト会長（76）が自らエレ
クトに名乗りを上げ、狭山中央 RC は消滅の危機を回
避できました。
「消滅」というと「消滅可能性都市」という言葉を聞いた
ことがあります。定義によると「人口流失、少子化によ
り人口減少が止まらなくなり、遠くない将来、存亡が危
ぶまれている自治体」だそうです。全国の 49.8％に当
たる 896 の市区町村の名が挙っています。その中に
は新宿、渋谷と並ぶ、巨大ターミナル駅でもある池袋
を抱える「豊島区」までもが入っています。
総務省の「人口推計」によると日本の人口は終戦の
1945 年（昭和 20 年）の 7.214 万人以降は 1966 年（昭
和 41 年）の丙午を除いて増加の一途をたどります。
私が生まれた 1967 年（昭和 42 年）ついに 1 億人を突
破しました。「1 憶総○○」の始まりです。しかし 2008
年（平成 20 年）の 1 億 2,808 万人をピークに減少に転
じています。「出生数」としては 1949 年（昭和 24 年）
の 269 万 6.638 人が最多。1947-49 年の「第 1 次ベビ
ーブーム」では約 806 万人が生まれました。
これがいわゆる「団塊の世代」です。高度経済成長の
真っただ中、当たり前のように家庭を持った彼らは
1971-74 年に「第 2 次ベビーブーム」を起こしました。
ところが、そのブームで生まれた世代が成人になった
平成はバブル崩壊、リーマンショック等々。経済は長
い暗黒の時代です。就職氷河期。不安定な非正規雇
用が若者の結婚や子供を持つことを困難にし「第 3 次
ベビーブーム」は起こることがありませんでした。
日本は少子高齢化という構造的な危機に瀕していま
す。高齢者の活躍が期待されます。狭山中央 RC のよ
うに。

本日のお客様紹介
< 佐々木康 副会長 >
ロータリー財団委員会奨学学友・平和フェロー小委員
会 副委員長
鳥居 由美子 様
学友会 副会長

柳田 有紀 様

幹事報告
< 佐々木康 副幹事 >
・理事会で 2 月のプログラムが承認
・理事会で佐々谷悦子様入会が承認(2 月より入会)
・2020-21 年度地区役員に
会員増強委員会委員 栗原成実
Ｒ米山記念奨学委員会学友委員会委員 東美栄
（敬称略）が地区より委嘱
理事会で承認
・12 月退会の野口留雄様より預り金 10,024 円が
ニコニコへ寄付されました。
・受贈会報 所沢中央ＲＣ 入間南ＲＣ
所沢西ＲＣ
・回
覧 1 月 27 日(月)合同例会式次第
ＡＡＲニュース 1 月号
学友会ニュース第 6 号
バギオだより 1 月号
尚寿会ｸﾞﾙｰﾌﾟ広報誌
「Show 尚」第 125 号

委員会報告
・社会奉仕委員会
< 浜野貴子 委員長 >
「ひまわり倶楽部」支援協力のお願い
「狭山こどもの里」大作戦！
賛助会員のお願い
ひまわり倶楽部の活動についてご理解や応援をいただき
感謝しております。おかげさまで 4 年目をむかえようとし
ております。今までの活動の中でこどものもつ「力」を発
揮してたくましく生きているこどもたちを、社会の偏見や
蔑視から守り、自信を持って人生を選び進めるよう支援す
ることの大切さを感じてきました。そして、こどもたちだ
けではなく、子育てに悩む親御さんのためにも、拠点の必
要性を感じておりましたところ 1 年がかりでやっと貸して
いただけるオーナーさんと出会うことができました。
拠点の維持のためには経済的な安定が不可欠であります。
趣旨に賛同いただきご支援いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
ひまわり倶楽部 一同
代表 井島美由紀

賛助会員（1 年間）の種類
ひまわり会員 1 口 1000 円×12 カ月
たんぽぽ会員 1 口 500 円×12 カ月

・Ｒ情報・雑誌委員会
< 稲見淳 委員長 >
「ロータリーの友 1 月号」の紹介
【横組み】
RI 会長メッセージ（P3）
追悼 緒方貞子さんとの思い出（P22-23）
侃侃諤諤
例会の席は固定派？それともｼｬｯﾌﾙ派？（P24-27）
【縦組み】
この人訪ねて 与儀みどりさん（P9-12）

卓話
ロータリー財団委員会
奨学学友・平和フェロー小委員会 副委員長

鳥居 由美子 様
（所沢 RC）

未来ある若者が世界に向かってロータリーというバッ
クグランドを背負って羽ばたいていく・・・
私達はそういった若者に共感しお手伝いをさせてい
ただいています。
日頃皆様には財団にご理解とご協力を賜り、心より感
謝いたします。

学友会 副会長

柳田 有紀 様

ロータリークラブとの関わり
2013-2015 年グローバル補助金奨学生としてアメ
リカのコロンビア大学社会福祉大学院に留学。
現在、第 2570 地区学友会副会長として後進の育成
に携わっています。

2013-15 年グローバル補助金奨学生
アメリカでの受け入れクラブはニュージャージー
州のイングルウッドロータリークラブで、受け入
れ地区の活動である 3.11 と 9.11 の支援プログラ
ムや、現地カウンセラーロータリアンとの交流に
ついて紹介していただきました。

心理テスト
人間は自分の持っている知識や経験から状況を判
断しがちであるという心理テストの事例を挙げ、
留学が広い視野を持つ人材の育成にいかに有益
であるか を説明しました。

第 2570 地区から
今後も
ますます多くのロータリー財団奨学生を
世界に輩出するため、
引き続きのご支援をお願いします！

ロータリー財団委員会奨学学友・平和フェロー小委員
会 副委員長 鳥居由美子様（所沢 RC）
今日は学友の柳田さんと出席させてい
ただきました。よろしくお願いいたし
ます。
東君

鳥居由美子様、柳田有紀様、狭山中央
RC へようこそいらっしゃいました。ど
んなお話がうかがえるか楽しみにして
おります。

江原君

ロータリー財団委員会鳥居由美子様、
学友会副会長柳田有紀様、本日は宜し
く御願い致します。

寶積君

本年も大寒となりました。皆様体調管
理にお気をつけ下さい。本日は鳥居由
美子様、柳田有紀様、ようこそいらっ
しゃいました。卓話楽しみにしており
ます。

小林君

ロータリー財団委員会の鳥居様、柳田
様、ようこそお出で下さいました。よ
ろしくお願い申し上げます。

益子君

地区ロータリー財団委員会鳥居様、学
友会副委員長柳田様、本日はようこそ
いらっしゃいました。卓話、楽しみに
しておりました。

佐々木君 ロータリー財団委員会平和フェロー小
委員会副委員長鳥居由美子様、学友会
副会長柳田有紀様、本日はようこそお
いでくださいました。卓話、よろしく
お願いします。
柴田君

本日はロータリー財団の鳥居様、学友
会の柳田様、私達ロータリークラブに
お越しになりありがとうございます。
貴重な卓話を宜しくお願いします。

◆ 次の例会 ◆
2 月 11 日（火）

例会取り止め（定款 8-1-C）

2 月 18 日（火）

第 2 副 SAA：益子会員 宮岡会員
卓
話：狭山市長 小谷野剛様

2 月 25 日（火）

第 2 副 SAA：守屋会員 沼崎会員
卓
話：ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員

岡部みゆき様

