
 
 
 
 
 
 
 

第 1411 回例会 17 年 8 月 22 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘        会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 
３．ビジター紹介 
       高野山ＲＣ  亀岡 弘昭様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 53 名 出席免除会員 2名 

  出席率 79.10％ 前回修正出席率 80.60％ 

 

５．会長スピーチ       会長 塩崎博司 
皆さん今日はお盆も過ぎ

朝夕は少し涼しくなりまし

たが、残暑きびしいですね。

本日はビジターの高野山Ｒ

Ｃの亀岡様、良くお越し下さ

いました。 
 さて、８月１１日に初盆を

迎えられた橋本憲紹様、前窪

紀文様宅にクラブ代表して

私、幹事木地さんＳＡの山畑

さんと３人でお詣りして参りました。両家では鄭重に

お迎え頂き、ご仏壇に向かい飾られている遺影を間近

に拝しまして、生前のお元気なお姿をおしのびし、安

らかにお眠り下さいとお祈りいたしました。 
 さて、お盆行事は神道の私の家でも同じように行わ

れますが、これは「みたま祭」といい日本固有の民俗

行事が仏教伝来と合わさって伝承してきたもと云わ

れています。 
  本日の卓話は委員長会議報告として、会員増強委員

長の角谷さん、新世代委員会の中西さんにお願いして

おります。ご静聴宜しくおねがいいたします。 
  
６．幹事報告 

○メーキャップ 

 高師浜ＲＣ   8/11   平尾寧章君 新垣 勝君 

○例会臨時変更 

 高野山ＲＣ  9 月 2 日（金）→9 月 6 日（火） 
19:00～   橋本商工会館 

（ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 ３ｸﾗﾌﾞ合同例会） 

 和歌山ＲＣ  9 月 13 日（火）→9 月 13 日（火） 
12:30～   ラヴィーナ和歌山 

（ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 和歌山西ＲＣとの合同例会） 
和歌山西ＲＣ 9 月 14 日（水）→9 月 13 日（火） 

12:30～   ラヴィーナ和歌山 
（ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 和歌山ＲＣとの合同例会） 

 粉河ＲＣ   9 月 14 日（水）→9 月 16 日（金） 
18:30～   紀泉わいわい村 

 和歌山東南ＲＣ 9 月 21 日（水）→9 月 22 日（木） 
18:30～   休暇村 紀州加太 

（観月夜間家族会） 
○休会のお知らせ 

 田辺東ＲＣ・海南ＲＣ・和歌山西ＲＣ 
和歌山東南ＲＣ       8 月 10 日（水） 

 那智勝浦ＲＣ・海南西ＲＣ  8 月 11 日（木） 
 和歌山南ＲＣ・高野山ＲＣ・和歌山中ＲＣ 

8 月 12 日（金） 
 和歌山北ＲＣ        8 月 15 日（月） 
和歌山ＲＣ         8 月 16 日（火） 
 

７．委員長報告 
○国際奉仕委員         深谷政男 委員長 
シカゴで英語の先生をしている人を募集していま

す。 
○親睦委員会          青木美典 委員長 
 例会終了後残って下さい。 
○３０周年記念委員会      吉田昌生 委員長 
 例会終了後残って下さい。 
 
８．会員卓話          
○会員増強委員長会議報告    角谷勝司委員長 

 
今期の会員増強・大会防止

の方針は①ＲＩ会長の方針は

１クラブ、純増１名又はそれ以

上 ②地区ガバナー方針は「新

会員を増強し、クラブへの新風

を」であります。 
７月２３日に和歌山 JA 会館で

開催されました地区増強セミナ

ーの内容について、ご報告致します。 
（１）クラブでの退会防止についての問題や成功例。 
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（２）各クラブでの会員増強について抱えている問題。 
（３）女性会員の増強強化について 
以上の３つのテーマで各７班に分かれて討議いたし

ました。主な意見は次のとおりです。 
・女性会員はキッチリ、真面目。 
・欠席会員の情報とる。 
・入会見込情報とる。 
・退会はコミュニケーションの不足。 
活動参加要望。 

・推薦者を通じて参加呼びかけ。 
・地区ベスト１０番内に位置している。 
・今は良いが、１０年後の東ロータリー？ 
・若い会員ＪＣや、その他青年部活動 
・クラブとして増強委員会を開く。（積極的な行動） 
・各会員に情報提供の呼びかけ。 
・会長にも協力を要請。入退会共に。 
・ＩＧＭを通じて意見情報得る。 

 
○クラブ青少年・ライラ委員長会議報告 

新世代委員会 中西秀文委員長 
 

冒頭、平尾寧章ガバナーよ

り、次世代を担う若者にリー

ダーシップを学んで頂いて、

指導者を育成する、ライラセ

ミナー開催に今年度も皆様の

ご協力よろしくお願いします

という挨拶がありました。次

に、次世代部門カウンセラー、

パストガバナー前窪貫志様よ

り、ロータリーの究極の目的は、次の世代を担う青少

年を育てることであり、その事がひいては将来、世界

平和の達成につながるであろうという話があり、ロー

タリーの友８月号に載っています。第 2640 地区パス

トガバナー深川純一様の全日本ライラワークショッ

プ基調講演の紹介がありました。講演の主旨を紹介し

ますと、「人を育てる」というテーマで、ロータリー

で言うところの楽しさ、親睦というのは、己の足らざ

るところを他のロータリアンから学び合うことであ

り、これはクラブの中で集団で磨くのであります。あ

たかも芋を桶の中に入れてかき混ぜると、芋と芋とが

こすれ合って皮がむけて磨かれていくように、ロータ

リアン同士がクラブの中で磨かれていくのでありま

す。ロータリーがなぜライラ（ロータリー青少年指導

者養成プログラム）を始めたかというと、それは、青

少年の心を育てるためであり、人を育てるためであり

ます。このことはロータリーが倫理運動である以上、

当然の事であります。今、青少年問題は、危機的な状

況にあります。 
毎日のように新聞紙上、殺伐とした事件が報道され、

日常茶飯事のように、人が殺されています。親が子を

殺し、子が親を殺す。まさに人間の倫理が失われてし

まっており、それは戦後の倫理教育の空白が一つの原

因であり、ロータリーが倫理運動であるというのであ

れば、ロータリーにも責任の一端がありますが、ただ

ロータリーとして倫理を提唱することによって人を

育てる以外に何ら手立てがないとおっしゃっていま

す。ライラの受講生達、ロータリアン達、そして世界

中の人達がお互いに徳性を磨き合い、幸せを祈り合う

世界、そのような世界になることがロータリーの夢で

あり、その為にロータリーはライラセミナーを開催し

ているのです。あとは載っていますのでぜひ読んで下

さい。前窪パストガバナーより、ロータリアンにもラ

イラセミナーにぜひ参加して頂いて、青少年の人作り

をし、ひいては地域社会と密着しながら啓蒙していっ

て頂きたいという事と、各クラブの新世代（青少年）

の委員長にはぜひ参加して頂きたいという話があり

ました。次に、青少年・ライラ委員会委員長 阪井祥

博様より、本年度の事業計画についての説明があり、 
①各地域における青少年、新世代に関わる事業活動の

推進、アンケート調査による事業報告と依頼、 
質問１．2005～2006 年度における新世代、青少年関

連のクラブ事業計画をお聞かせ下さい。 
質問２．新世代、青少年に関わる様々な社会問題の中

で、ロータリーとして関わらなければならない最も重

要な事は何かをお聞かせ下さい。 
質問３．青少年健全育成について新しいアイデアや発

案があればお聞かせ下さい。（ロータリアンの保護司

が何名いるか調査してほしい。） 
質問４．その他意見 
 ②全国青少年育成委員会の要請について 
キャリア教育への協力と推進 
  ○各地区の学校へ講師として話をしにいく 
  ○職場体験できる企業をリストアップする 
（５日以上の職場体験を通じて働く意欲を子供達に

植えつける） 
  ○学校評議員としてロータリアンが積極的に学

校に協力する 
以上、各クラブで検討して頂きたいとのことでした。 
 ③ライラセミナーへの理解と協力依頼 
  ＩＭ８組地区への体験型研修について 
  本年度第 25 回ライラセミナー 
日時：2006 年 3 月 18 日（土）19 日（日）20 日（月） 
場所：府立青少年海洋センター 
単年度制  ＩＭ８組 
ライラキーマン 14 クラブ×3 名選出＝242 名 
（内青少年関係委員長１名） 
3 月 18 日（土）セミナー 
19 日（日）ＩＭ８組地区への体験学習 
20 日（月）最後の仕上げ 
＊ライラの基礎知識 
ＲＹＬＡ→Rotary Youth Leadership Awards 
ロータリー青少年指導育成プログラム 
「地域社会の若い人々の指導者や善良な市民として

の資質を伸ばすことを目的としたプログラム」 
日本では 1976 年 6 月 第 366 地区（第 2640 地区と

2660 地区） 
能勢 大阪府立青少年野外活動センター 

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



山のライラ開催が初めて 
＊登録費について 
地区ロータリアン一人当たりの 500 円×人数名（2640
地区の会員数） 
次にライラセミナーの内容についての説明があり

ました。 
最後に阪井委員長より、ライラ研修の目的は「思い

やりの心」「自信と自尊心」「生きる力」を育て、「地

域青少年の可能性を育て、指導者を育成する」ことで

すので、各クラブより良く選考されたレベルの高い生

徒を送り込んで欲しいという要望がありました。去年

より開講式に、えりを正すという気持ちから国家斉唱

を始めました。子供達が 3 日間寝食を伴にし、グルー

プに分かれてテーマを決めて、長時間ディスカッショ

ンをして、最後に整理して表現させるという生活の中

で、ルールを守る大事さも厳しく教えていくと同時に、

子供達に楽しんで参加してもらう手段も考えていき

たいと思いますので、よろしくご協力お願いしますと

のことでした。次に青少年・ライラ委員会委員長補佐 

松生 満様から「ロータリーにおける青少年活動」に

ついてのスピーチがあり、ロータリーの奉仕とはどう

いうことなのか。人生哲学と思想のことであり、倫理

運動であります。町中でタバコのポイ捨てを見たらロ

ータリアンは見過ごさずに拾うと思いますが、ロータ

リーの本来の目的は、タバコを道端に捨てない人間を

育成することであり、人間の育成がいかに大事である

かというのは現在の青少年問題をみればわかるとい

う話がございました。ロータリーの奉仕活動には、例

えば病院、学校建設、ポリオ等、結果がでるものと、

青少年の活動などの様に結果がでにくいものの両面

がありますが、ロータリーの本来の目的を達成する為

には青少年活動に結びつけていく事が大事であると

いう話でした。ロータリアンとは例会場を一歩出ると、

奉仕の精神に邁進する団体であることでしめくくら

れました。次にＩＭ別８組に分かれて、「テーマ」2640
地区（76 クラブ）が独自に新世代に的を絞った共同キ

ャンペーンを行うとしたらどのような内容が適切

か？各クラブの、青少年に関する委員会、事業、構想

について、活発な討論会を行いました。私はＩＭ２組

で話し合いをしましたが、海南東はあまり活動してい

ませんので聞き役でした。ただ、地区青少年ライラ活

動委員長補佐の角谷浩二様の助言により色々と勉強

になり、ＩＭ２組を代表して発表させて頂きました。

次年度はＩＭ２組がライラセミナー担当ですので、そ

の場を借りて皆様にご協力のお願いをしておきまし

た。最後になりますが、本年度のライラセミナーへの

参加よろしくお願い致します。 
 
９．次回例会 
第 1411 回例会 平成１７年８月２９日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

10．閉会点鐘 
 

 

 ＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
亀岡弘昭さん 今年度も宜しくお願いします。 

田中丈士君  平尾ガバナーの挨拶飛ばしました。す

みません。 

平尾寧章君  公式訪問リハーサル終了しました。 

塩崎博司君  角谷さん、中西さん、卓話ご苦労様で

す。 

山名正一君  青少年交換委員会出席してきました。 

林 孝次郎君 お２人よく働いてくれて助かりまし

た。 

名手広之君  言葉がわかりませんでした。 

角谷勝司君  久し振りに前に座らせて頂きました。 

中西秀文君  クラブ青少年・ライラ委員長会議報

告させていただきます。 

岩井克次君  ＩＴ委員長会議へ出席してきました。 

寺下 卓君  8/20 地区雑誌、広報ＩＴ委員長会議無

事終了しました。ありがとうございま

した。 

谷口誠也君  クラブから増築お祝いいただき有難

うございました。 

柳生享男君  昨日雨の中ゴルフに行ってきました。 

新垣 勝君  孫と盆踊りしました。 

花畑重靖君  昨日、きびドームで芸能交流会を文化

協会主催で開催しました。 

神田市長さんも最後まで見て下さっ

ていました。 

深谷政男君  １８日に２隻目の船の進水式をしま

した。 

塩崎博司君  深谷さん新船進水おめでとうござい

ます。 

木地義和君   〃 

山畑弥生様   〃 

2005 年 10 月 22 日（土）～23 日（日） 
海南東ＲＣ みんなの力で「成功させよう！地区大会」 
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