
 
 
 
 
 
 
 

第 1522 回例会 20 年 3月 24 日(月) 
海南商工会議所４Ｆ 12：30～ 

 

１．開会点鐘           
２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 
３．出席報告  

会員総数69名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 79.41％ 

 

４．会長スピーチ       会長 山名正一君 

みなさん、こんにちは。

先週２０日イースト会ゴ

ルフコンペにご参加の皆

様ご苦労様でした。又２

３日に地区チーム研修セ

ミナーにご参加いただい

た皆様、長時間に亘る研

修お疲れ様でした。 

 本日、この後はロータ

リースクールとなっています。日頃よりロータリー

についての疑問を感じていること、期待すること、

運営方針について提言したいことございましたら

意見を出して下さい。今後のクラブ運営に生かした

いと思います。指名してご意見を伺うこともありま

す。 

 

５．幹事報告 

○メーキャップ 
 和歌山アゼリア RC 寺下 卓君 3／17（卓話） 
 

○例会臨時変更のお知らせ 
橋本紀ノ川 RC 

  4 月 1 日（火）→4 月 6 日（日） 
シティプラザ大阪 
（春の家族例会） 

和歌山西 RC 

  4 月 9 日（水）→4 月 9 日（水）18：30～ 
ロイヤルパインズホテル 

高野山 RC 

  4 月 11 日（金）→4 月 13 日（日） 
地区大会に変更 

海南西 RC 

  4 月 17 日（木）→4 月 14 日（月）12：30～ 
マリーナシティヨットクラブ 

（海南３クラブ合同 GSE 歓迎例会） 
○休会のお知らせ 
 和歌山西 RC    4 月 30 日（水） 

 
６．委員会報告 
○社会奉仕委員会      委員長 山畑弥生君 

会長からお話いただいたポケットコインよろし

くお願いします。また、後ろのほうにテレホンカー

ドや未使用葉書、集めさせていただいていますので

よろしくお願いします。 
先週は献血例会で 23 名の献血があり、ご協力あ

りがとうございました。 
○WCS 海外視察参加者の募集  

地区 WCS 委員 寺下 卓 
  5/15～18 にフィリピン・セブ島へ地区の WCS

海外視察に行きます。当クラブの WCS プロジェ

クトがメインでお世話することになります。でき

るだけ多くの方のご協力と参加をお願いします。 
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７．ロータリースクール 

司会・コーディネーター 

ロータリー情報委員長 山東 剛一君 

 

パネリスト 

        パストガバナー 平尾 寧章君 

        元地区代表幹事 楠部 賢計君 

        海南東ＲＣ会長 山名 正一君 

 

山東君：本日は、ロータリースクールとして、ローラ

リークラブの活性化について、皆さんと一緒

に勉強してみたいと思います。まず、パネリ

ストの方々にご意見をお聞きします。 

平尾君：私からは、特にクラブ・リーダーシップ・プ

ラン（ＣＬＰ）の取り組みについて、お話し

いたします。地区での考え方は、各クラブの

状況に応じて導入を検討してもらいたいと

のことで、メンバー数や活動状態によって、

委員会の構成などを決めてもらっています。

当クラブでは、規模やメンバー数から見ても

一定の水準を保っており、親睦も委員会活動

も積極的に行われております。また、地区の

委員にも多くのメンバー参加していただい

ており、しっかりしたクラブであります。 

楠部君：会員増強についてお話します。私たちのクラ

ブは皆さんのおかげで、常に７０名前後のメ

ンバーがいます。また、出席率については、

最近少し悪いように思いますが 70%～80%の

ようです。あまりうるさく言わなくてもそこ

そこ参加してもらえています。メンバーの少

ないクラブでは、１、２人の欠席で出席率は

大きく低下しますので大変です。 

山名君：私たちのクラブは、親睦が柱で各同好会も数

が多く、活発に行われ、みなさんが楽しく参

加していただいています。とても楽しいクラ

ブだと思います。 

三東君：では、皆さんからの発言をお願いします。 

花畑君：地区の中で、メンバーが少ないクラブの状況

は？ 

平尾君：４～５名のクラブもあります。活動ができな

いと思います。このため、最近では合併すた

り、考えているところもあります。 

宮田(敬)君：地区では、研修リーダーをおくことになって

いますが、歴代の会長がその役割を担ってお

り、特に必要ないと思う。 

阪口君：クラブのレベルアップはどのようにすればよ

いと思いますか？ 

新垣君：最近、出席率が低くなっていることを心配し

ています。ＲＩや地区の理解度、流れがわか

りにくいように思います。 

楠部君：出席率については、一方的な例会が多くなっ

てきている。双方向の例会にしなければなら

ないと思う。 

平尾君：次回は、チャーターメンバーの方々にパネラ

ーになってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1523 回例会 平成 20 年 3 月 24 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 
会員卓話  早川 満君 

 

 

 

 

上芝良造君  初孫が産まれました。 

山東剛一君  春です。 

田村能孝君  田村健治さん８○会幹事お疲れ様で

した。 

山畑弥生君  山名さん、昨日は有難うございました。 

山名正一君  地区チーム研修セミナー、ＥＡＳＴ会

８○会、参加の皆様それぞれご苦労さ

までした。 

寺下 卓君  ８○会楽しかったです。 

柳生享男君  やっと引越し終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月に南カリフォルニアを襲った山林火災の後に、

サンディエゴ近辺のロータリアンが、即座に立ち上が

り、家とほぼすべての所有物を失った火災被害者のた

めに長期的な援助を開始しました。  

激しく燃えさかる炎により、1,600 軒もの家が焼失

し、推定 12 億ドル以上の被害が出ました。また、50

万人以上の住民が家を追われました。 

効果的なクラブ 

 
会員基盤を

維持し、増加

させる 

 
効果ある 

奉仕プロジ

ェクトを 

実施する 

 
ロータリー

財団を 

支援する 

 
ロータリー

財団を 

支援する 

クラブ・リーダーシップ・プラン(ＣＬＰ) 

四大奉仕部門 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


