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第 1528 回例会 20 年 5月 12 日(月) 
 18：30～ 海南商工会議所４F  

          （5 月の誕生祝い・結婚祝い） 

１．開会点鐘       
２．国歌斉唱      「君が代」 

３．ロータリーソング  「我等の生業」 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数42名 出席免除会員1名 

  出席率 61.76％ 前回修正出席率 76.47％ 

 

５．会長スピーチ      会長 山名正一君 

今晩は。２週間ぶりの

例会です。先々週、２組

の井脇ガバナー補佐をお

迎えしてクラブ協議会が

開催され、今年度のクラ

ブ事業報告と意見交換等

が行われました。参加さ

れた各会員皆様ご苦労様

でした。 
 連休中は旅行、ゴルフ、

釣りと、それぞれ家族で

楽しまれたことと思います。 
５月４～６日にかけて青少年指導者育成のための

RYLA が大阪府立海洋センターで開かれ平尾会員、中

西会員が参加されました。若者たちと共にセミナー並

びにキャンプ等を通じて友情を暖め、楽しい３日間を

過ごされたことと思います。RYLA は年齢１４歳～３

０歳までの若い人々のためのプログラムです。若者の

指導力と善良な市民として、また国際理解と平和に貢

献する資質を伸ばすことを目的としています。 両名

の会員様ご苦労様でした。 
５月１１日(日)２００８～２００９年度の為の地区

協議会がゲートタワーホテルにて勝野ガバナーエレ

クト、各パストガバナー、地区役員の出席のもと開催

されました。当クラブの次年度の宮田会長エレクト初

めクラブ役員、各委員長が出席し、本会議においてＲ

Ｉ強調事項・地区運営方針について熱心に勉強され、

また部門別会議においても意見交換会が行われまし

た。いよいよ私の年度も後１ヵ月です。宮田さん期待

しています。 
 

６．幹事報告        幹事 上芝良造君 

○例会臨時変更のお知らせ 
新宮 RC    

5 月 21 日（水）→5 月 18 日（日）14：00～ 
東宝ボウル「家族親睦ボーリング例会」 

和歌山北 RC 
5 月 26 日（月）→5 月 25 日（日）11：00～ 

京都：嵐山 渡月亭 
和歌山西 RC 

5 月 28 日（水）→5 月 27 日（火）12：30～ 
ダイワロイネットホテル和歌山４F 

 

７．委員会報告 

○海南東 RC 野球部     キャプテン 寺下 卓 

 昨日、海南市民総合体育大会の軟式野球

に参加いたしましたが、前日の雨のため、

試合時間が変更になり、メンバーが揃わず、

やむを得ず棄権いたしました。折角、応援に来ていた

だいた皆さんには申し訳ございませんでした。 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 
第 1529 回例会 平成 20 年 5 月 19 日(月) 

12：30～ 海南商工会議所４F 
ゲスト卓話  

地区社会奉仕委員長  笹島 良雄 様 
 

 

 

 

５月のお祝い 

☺会員誕生日 
  ５日 花田宗弘君   １９日 嶌村佳郎君 

  ８日 塩崎博司君   

☺奥様・ご主人誕生日 
  １日 小椋安子様   ６日 中村多美子様 

  １日 田中恵美子様  ８日 田村洋子様 

  ４日 宮田康子様  ２４日 田中一代様 

☺結婚記念日 
  １日 嶌村佳郎君   ５日 大江久夫君 

  ５日 谷口誠也君  １８日 山名正一君 
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☺一般ニコニコ 
宮田貞三君  地区協議会出席していただきありが

とうございました。山名さん、中西さ

ん、山田さん、車出していただき有難

うございました。 

山田耕造君  地区協議会に出席のみなさん、昨日は

ご苦労様でした。 

山野 明君  ガソリン代 ニコニコ入れて頂きま

した。 

木地義和君  ガソリン代金。 

小久保好章君 4 月が例会に欠席いたしました。 

林 孝次郎君 GSE のパーティーに 33 名が参加いた

だきました。辻先生の外人のゲストの

方も着てくれました。お手伝いの山畑

さん、寺下さん有難うございました。 

中村雅行君  和歌山新報へ掲載してもらいました。 

山畑弥生君  「たんぽぽの会」との交流会を和歌山

新報に掲載していただきました。中村

雅行さん、有難うございます。 

宮田敬之佑君 地区協議会に出席いたしました。 

山名正一君  地区協議会でスピーチいたしました。 

吉田昌生君  近「？」 

寺下 卓君  昨日、市民総体で選手宣誓をしました。

その後、野球部、地区協議会、WCS 委

員会に参加し、車の中で、何度も着替

えした一日でした。 

名手広之君  浜宮神社のため、ご奉仕しました。 

西川富雄君  浜宮神社関係です。総代さんよろしく。 

花田宗弘君  浜宮神社の総代をしています。 

 

 

 

 

 

 

もう一人を・・・・・・ 
ＲＩ会長  ウィルフリッド J. ウィルキンソン 

 

国際ロータリー会長

ノミニーに指名されて

間もなく、私は北アメリ

カにおける会員増強会

議を計画しました。今年

度に入ってすぐ、200 人

から 600 人の参加者が

集う会議を 7 回開催し

たのです。 

 

会員減少を見せているアメリカ 
 私が北アメリカを選んだ理由は、そのうちの多くが

ロータリーへ入会するよう誘われるのを待つばかり

の、見込みがある会員候補者を大勢抱えているにもか

かわらず、驚くほどの会員数の減少を見せているとい 

う背景があったからです。 

 それぞれの会議は高レベルの活力を生み出し、なぜ

会員増強がそれほど緊急の問題なのかについての理

解を分かちあうことができました。私たちは、ロータ

リーの奉仕に対するニーズが大きくなり続けている

ときに、この領域で直面している課題について語り合

いました。そして、私たちはより多くのロータリアン

たちが新会員を迎え入れる責任を取らなければ組織

は成長できないどころか、維持すらもできないという

結論に至りました。 

 

会員増強は私たち全員の責任 
 今のところ、新会員を

自分のクラブに入会させ

た経験があるのは、ロー

タリアンのうちの約 18％

にすぎません。私たちの

会員増強の大部分は、自

分たちの責任を果たそう

とまじめに取り組んでい

る一握りの人の働きによるものです。 

 しかし、その責任はこれらのわずかな人々にあるの

ではなく、私たち全員に帰するものなのです。これが、

今年度私が推進している「会員による会員の勧誘」計

画の前提になるものです。「会員による会員の勧誘」

は、キャンペーンでもコンテストでもありません。要

するに、私たち一人ひとりが少なくとも毎年一人の新

会員を入会させる責任があることを理解することが、

ロータリーが生き残り成長するために取り組む必要

のある会員増強に関するあらゆる質問への道筋なの

です。 

 

もう一対の手を加える 
 私たちの北アメリカ会議

はいくつかの励みになる結

果を生み出しました。今年度

の上半期に、その地域内のすべてのゾーンは会員増強

に関して肯定的な変化を示しました。次年度、李東建

ＲＩ会長エレクトは、私たちが広げてきた熱意にはず

みをつけてほかの地域にも展開するために、11 カ国

でのイベントの開催を計画しています。 

 今年度を締めくくるにあたり、皆さんのクラブに新

会員を一人連れてくるという個人的な責任を果たす

という約束がもたらす恩恵について考えてみてくだ

さい。ロータリーの仕事をするためのもう一対の手が

加わり、クラブの奉仕活動を強化することについて考

えてみてください。ロータリーの核となる価値を受け

止め、求められている援助や希望をもたらすためのも

う一人を……。ロータリーは分かちあいの心の世界を

示すとともに、ロータリーが夢をかたちにするための

もう一人を……。  

次年度テーマロゴ 

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


