
No.1409

 
 
 
 
 
 
 

RI District 2640 Japan 

2005-2006 年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 
会長 カール.ヴィルヘルム.ステンハマー 

第 2640 地区ガバナー 平尾寧章 

「超我の奉仕」 

第 1409 回例会 17 年 8 月 1 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    19:00～ 

 

１．開会点鐘        会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング     奉仕の理想」 
３．ゲスト紹介       大阪ＲＣ 平岡龍人様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2名 

  出席率 74.63％ 前回修正出席率 86.57％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
蒸し暑く寝苦しい夜が

続きますが皆様体調はい

かがですか。立秋まで後１

週間、もう少しの辛抱だと

思います。 
本日は平岡龍人様よく

いらっしゃいました。 
私は先週末３０日に、神

社の要件で那智勝浦まで

出かけましたので、地区の

会長会議を副会長の花畑

さんに代行していただき

まして、どうも有難うございました。３１日には御坊

南ＲＣ創立３０周年記念式典に出席して参りました。

来賓として公の人、パストガバナー他ＩＭ２組の会長

の他に、宮崎県都城西ＲＣ会長、幹事夫妻、他会員２

名様が出席されていまして、創立が同じ年度であると

言うことから交流を続けているとのことでした。なか

なかいいものだなぁと思いました。御坊南クラブも会

員数は最高時には我がクラブと同じくらいあったそ

うですが、現在は３５名に減少し、寂しくなったと会

員の一人がこぼしていました。経済界不況のせいです

がこれは大変なことだと感じ、会員増強に我がクラブ

も最大の努力を払わなければと思いました。先々週２

４日には、地区交流研修会に奨学生の白涛さん、米山

委員長の田村健治先生とカウンセラーの倉橋先生が

入院中でございましたので、私が出席して参りました。 
米山記念奨学会の寄付金ですが、前年度は１４億５

千万円で前々年度比３．６％の減で、一人あたり平均

１９，２９１円とのことでした。我が地区は上から４

番目の優秀な成績とのことでした。減少の原因は会員

数の減少によるもので、何かにつけても会員の減少を

食い止めなければならないことです。 
研修はグループ討議を行い発表があったのですが、

我々を喜ばせたのは、奨学生は大変前向きで、月一度

のクラブ訪問ですが、この機会には出来るだけ多くの

会員の皆様と交流を図りたいとの希望で、座席など一

定の所でなくみんなの中に入れるよう考慮をお願い

するとのことでした。奨学生が日本で得た知識を持ち

帰り、帰国して我が国との橋渡しをしてくれれば、小

さい事ながら世界平和の一助となるであろうと考え

ます。 
 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 

 有田 2000ＲＣ 8 月 3 日（水）→8 月 3 日（水） 
19:00～ 吉備インターゴルフセンター 

（スポーツ例会） 
 橋本紀ノ川ＲＣ 8 月 9 日（火）→8 月 9 日（火） 

19:00～    「ごゆっくり」 
 有田南ＲＣ   9 月 6 日（火）→9 月 4 日（日） 

12:00～  有田南ＲＣ例会場前 
○休会のお知らせ 

有田南ＲＣ・橋本紀ノ川ＲＣ  8 月 16 日（火） 
 粉河ＲＣ・有田 2000ＲＣ    8 月 17 日（水） 
打田ＲＣ           8 月 18 日（木） 

 
７．委員会報告 
米山記念奨学委員会   田村健治君 
夏季講習セミナー参加してきました。米山月間なの

で宜しくお願いします。 
 
８．次回例会 

第 1410 回例会 平成１７年８月８日（月） 
12：30～ 海南商工会議所４F 
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SERVICE Above Self 

四つのテスト 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266) 

会長：塩崎博司 幹事：木地義和 SAA：山畑弥生 

事務所 

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
８月お祝い 

○会員誕生日 

５日 上野山雅也君  ２２日 吉野 稔君 
１１日 宮田貞三君   ２３日 上中嗣郎君 
１７日 向井久佳君   ３１日 口井健司君 
２１日 吉川博之君 
 
○奥様誕生日 

９日 桑添養子様   ２７日 中村友紀様 

２０日 前田夏乃様 

 

○一般ニコニコ（発表） 

上中嗣郎君  上南雅延君   横出 廣君 
宮田敬之佑君  新垣 勝君   林 孝次郎君 
寺下 卓君  花畑重靖君   花田宗弘君 
中村雅行君  上野山雅也君   吉田昌生君 
桑添 剛君  早川 満君   宇恵弘純君 
岩井克次君  大江久夫君   田村健治君 
塚本義信君  中村文雄君   岡田雅晶君 
角谷勝司君  田中丈士様   青木美典君 
岸 友子君  塩崎博司君  
 
○一般ニコニコ（袋） 

山畑弥生君  ＫＦ会、皆さん昨夜はありがとうござ

いました。 

木地義和君  皆さんありがとうございました。 

吉野 稔君  ＫＦ会、欠席してすみませんでした。 

小椋孝一君  ゴルフでちょっといい事ありました。 

奥村匡敏君  ＫＦ会のゴルフで田村(能)さん、中尾

さん、土井さんにお世話になりました。 

寺下 卓君  新社屋のお祝いをクラブからいただ

きありがとうございました。 

岩井克次君  宇恵さん、先日ありがとうございまし

た。 

新垣 勝君  ＳＡＡさん、ご苦労さま。 

柳生享男君  毎日暑い事、バテない様に。 

 

 

 

 

 

 
超我の奉仕の輪を広げる 

1 クラブ 1 人の純増を 
親愛なる同僚ロータリアンの皆さん。8 月は、私た

ちの組織にとって非常に重要な分野、「ロータリーの

会員増強および拡大月間」です。 

ロータリアンの数でいうと、アメリカは会員教 38

万 8,170 人で第 1位。2番目に多い国は日本で、会員

数約 10 万 3,700 人、それに続くのが、およそ 9 万人

のロータリアンがいるインドです。興味深いのは、こ

れら 3 つの国だけでロ

ータリー全会員の半数

を占めておリ、さらに、

これらの国々は世界人

口の 60%が住んでいる

環太平洋地域に位置し

ているということです。

人口に占めるロータリ

アンたちの割合を国別

でみると、その構図は全

く異なってきます。アイ

スランドがトップで、そ

の後に、スウェーデン、

ノルウェー、ニュージー

ランド、フィンランド、

デンマーク、オーストラリアと続きます。人口比で上

位を占める 7 つの国々がヨーロッパの北欧諸国とオ

ーストラリア ニュージーランド地域であることに

は興味をそそられます。 さらに興味深いのは、世界

的に見たロータリー会員教の一般的な傾向です。東ア

ジア地域は(日本を除いて)全体的に上昇傾向にあリ

ます。アフリカはヨーロッパと同じで、会員教の増加

は少ないものの、年々、着実に発展していく傾向を見

せています。その他のすべての地域は、残念なことに、

右肩下がリの傾向を示しています。 

Carl-Wilhelm Stenhammar 
2005-06 年度国際ロータリー会長 

過去に何度か、特別に、かつ集中的に会員増強に焦

点を合わせた年度がありました。こうした試みは、そ

れが実施されている間は非常な成功を収めたのです

が、継続性に欠けていたため、せっかく増強した会員

も次の年度には失ってしまうことがよくあリました。 

私は目標に向かって行動することは賢明であると

考えます。しかしながら、目標は、理解しやすく到達

可能なものでなければなリません。2005-06 年度、私

は 1クラブ 1人の純増という目標を定めました。この

目標は達成可能で、理解していただけるものだと信じ

ています。不幸にも 10%の地域では毎年会員数が減っ

ています。この事実は、達成がより困難な目標を設定

しなければならないことにつながります。そのことは、

退会防止が非常に重要であることを意味しています。

もし、退会者を減らすことができれば、目標達成は、

とても容易なものになります。 

だからこそ、精力的なプログラムと有意義なプロジ

ェクトを通して、クラブを興味あるものにし、会員で

あリ続けることは、自らにとっても、クラブにとって

も、大事なことだと感じることができるように、会員

に気を配リ、ロータリーが成リ立っている二つの基本、

親睦と友情を強調する、ということがとても重要にな

るのです。 

私たちはしっかリと会員増強することが必要です。

そうすることで、超我の奉仕を通して、国際ロータリ

ーの偉大な指導カを世界中に示し続けることができ

るのです。 

 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 上野山雅也   


