
 
 
 
 
 
 
 

第 1541 回例会 20 年 8月 25 日(月) 
12：30～ 於：海南商工会議所 

 

１．開会点鐘       
２．ロータリーソング      「我等の生業」 

３．ゲスト紹介       青山 ジェニー 様 
４．出席報告  

会員総数68名 出席者数41名 出席免除会員1名 

  出席率 61.19％ 前回修正出席率 74.63％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様今日は。ゲスト 青

山ジェニー様ようこそお越

し下さいました。 
先週、小池が補佐をお迎

えしてのクラブ協議会に、

各委員長様ご出席御苦労様

でした。おかげで無事クラ

ブ協議会が終わりました。

来週 9 月 1 日はいよいよ３

クラブ合同の勝野ガバナーの公式訪問です。来週の例

会は午後 6 時 30 分より海南保健福祉センターです。

お間違えのないように、そして皆様是非ともご出席お

願い申し上げます。 
お盆に柳生さんが台湾彰化東南 RC を訪問されま

した。彰化東南 RC は 10 月頃に海南を訪問する予定

で、ゴルフがしたいとの希望です。その節は皆様よろ

しくお願い申し上げます。8 月 23 日新世代委員長会

議に全川さんご出席御苦労様でした。委員会別の

IDM の開催を 18 日までにとお願いしたところ、6 組

すべて終えてくれました。出席率も良く、充実した

IDM であったと聞いております。リーダーの皆様、

そしてご出席いただいた皆様、大変御苦労様でした。

後日、新垣情報委員長よりまとめて報告させていただ

きます。 
ロータリーに入会して一番良かった事の一つに友

達との出会いがあります。日頃話す機会の少ない異業

種の方々との出会いが人生を豊かにします。素晴らし

い友達は人生の財産です。ロータリーの縁で知り合っ

た友の輪は、親しい友達、親友以上の付き合いです。

心から何事も相談できる心の友、心友であり、純真な

真実の友達、真友、疑いのない信用できる友達、信友、

いつも新鮮な新しい考えの持つ友達、新友等、沢山の

シン友があります。そして、もう一人クラブにとって

大切なシン友があります。新入会員の新しい友の新友

です。新しい友の新友は、クラブを活性化し、クラブ

を存続、発展するために必要です。 
今月は会員増強月間です。後程、会員増強委員長の

奥村さんより委員長会議の報告とゲスト青山ジェニ

ー様の卓話をお願いしております。よろしくお願いい

たします。 
 

６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 

 御坊東ＲＣ   山名正一君  8 月 20 日 

○例会時間変更のお知らせ 

 和歌山ＲＣ 9 月 9 日（火）→ 9 月 9 日（火） 
18：30～ ダイワロイネットホテル４F 

（３クラブ合同ガバナー公式訪問） 
○9 月ロータリーレート 
   １＄＝１０８円 
○2009～2010 年度ガバナー事務所 

 田辺事務所開設 

  田辺市湊 1593 
  電話：0739-25-2640 ＦＡＸ：0739-34-5750 
  E-Mail gabanatanabe@spice.ocn.ne.jp 
 
７．委員会報告 

○親睦活動委員会     委員長 寺下 卓君 

 次回例会、9 月 1 日の勝野ガバナー公式訪問・３ク

ラブ合同例会に親睦委員の方は、午後５時 30 分に海

南保健福祉センターへ集合してください。 
 
８．会員卓話 

会員増強・拡大委員会    委員長 奥村匡敏君 
8 月 2 日に開かれました

地区会員増強委員会の報告

をさせていただきます。 
まず、会員の動向ですが

世界全体では10年間会員数

は頭打ちとなり、120 万～

122 万人前後で増加してい

ませんが日本ではこの 5 年

間、会員数の減少が目立っ
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ています。5 年前の会員約 107,000 人が今年 6 月末に

は 95,300 人に、約１万 1600 人、率にして約 11%の

減少であります。 
 当地区では日本全体よりもひどく、5 年前の会員

2,927 人が今年 6月末では 2,358 人と 569 人の減少で

す。率にして 19.4％の減少となっています。この減

少を皆様はどの様に考えられますか？ 
 本年度 RI 会長は会員増

強目標として 10％の会員

の純増を図り、各地区 2
クラブの新クラブの設立

拡大を目標にしています。 
 2640 地区の動向をもう

少しくわしく説明します

と、クラブ数 74 と 2 クラ

ブ減少して、会員数は

2,358人内女性会員126人
となっています。又去年 1
年間で会員が増加したク

ラブが 11 クラブで 21 名

であります。3 人以上減少

したクラブが 18 クラブあ

ります。当クラブは会員数

で地区の 5 番目に多いク

ラブであり、比較的に安定

したクラブとなっています。 
 地区の平均した 1 クラブの会員数は約 32 名で会員

数 10 名以下のクラブが 3 クラブあり、20 名以下のク

ラブが 12 クラブあります。 
 海南地区には 20 名以下のクラブはありませんが、

20 名以下のクラブは委員会活動にしても、金銭的に

も大変だろうなと想像されます。 
 そこで、地区会員増強委員長さんは、同じ地域内で

クラブの交流を図り、統合を図ってほしいと言ってい

ます。 
 2640 地区の会員の減少ですが、前年度は 90 名の減

少ですが、ここ 8 年前に比べて 1,139 名の減少、率に

して 32％減少です。 
 そこで退会防止ですが、その理由にはやむをえない

ものと回避可能なものがありますが、退会を少なくす

るにはクラブの魅力を高めることが肝腎であります。

それには地域社会への奉仕、広報活動を活発に行い、

各個の会員のロータリアンとしての意識の向上、又自

信と誇りを持つ事が大切であるとの事です。以上が委

員会の報告であります。 
 この後は当クラブの会員増強委員会からの御願い

でございます。本年度の宮田会長さんは 2 名の純増を

目指しています。即ち、70 名の台にのせたいとのお

考えです。 
 皆さんのうち、入会以来、新入会員の推薦者となっ

た事のないメンバーがおられると思いますが、今年こ

そぜひ推薦者となっていただきたいと思います。全て

の会員には推薦者が居ります。推薦者が居て、現在の

あなたがメンバーであるわけです。ちょうど人間社会

と同じであります。親が 2 人居て自分があり、又自分

が子供をなして繁栄していくようなものです。あなた

は新入会員を推薦する義務があります。 
 自分を推薦してくれた方に対してもぜひ推薦者と

なっていただきたいと思います。 
その方法 ― 先に先方に当って 
入会したメリット 
①親友が入会したことにより 70 名一辺に増える 
②あらゆる業界の人々と話をする機会がある 
③毎週卓話が聞ける 
④色々な奉仕を行うチャンスがある 
勧めるに当って、会長、幹事、増強委員会の相談 
前年度の委員会、パンフレット持参 
「数は力である」と言うメンバーさん、会員の増強は

クラブに活気を与えます。 
ぜひあなたの推薦を御願いします。 
 
９．ゲスト卓話 
「私の人生」        青山 ジェニー 様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
み な さ ん こ ん に ち

は！私は、タイから来ま

した青山ジェニーです。

台湾ではないです。時々

タイランドと台湾を間

違われます。 
 私は日本とタイを行

ったり来たりして 20 年

以上になりました。なぜ

日本語が下手かと思い

ますよね。理由はずっと

日本にいた訳でもないし、生活するために働かなけれ

ばならなかったので、勉強する暇もなかったです。だ

からなかなか上手にならないのです。 
 私の旦那が亡くなってとても寂しいです。でも彼は

私に宝物残してくれました。それは私のふたりの子ど

もです。私は子どもと一緒にいられるだけでも幸せで

す。私の生きがいです。 
 今一番上の娘は 20 歳になり、東京純心女子大学の

3 年生です。下の息子は 11 歳で西条小学校の 5 年生

です。私の夢は、ふたりの子どもを大学卒業させるこ

とです。卒業の日、きっと私はとても幸せになると思

います。 
 長い間日本に住んでいて、日本に、日本人のみなさ

んにお世話になっています。なので、少しでも日本の

社会のために何かをしたいと思っています。 
 1998 年に山梨に来たばかりのとき、山梨 NGO オ

アシスのみなさんと知り合いました。それからボ

・山梨外国人 人権ネットワーク オアシス 
 (OASIS/TEL:055-252-1244)メンバー 
 アドレス   yamanashi-oasis.seesaa.net 
・NPO 法人 日本人権擁護連合会（日人連） 
 中央本部(TEL:03-5433-0095)会員として活動 
・東京のタイ大使館のお手伝いとして、山梨で 

ボランティア活動 



ランティアでいろいろお手伝いしています。 
 2000 年に東京にあるタイ大使館のボランティアを

始めました。その後タイ大使館が移動領事で山梨まで

来てくれました。山梨県近隣の長野県に住んでいるタ

イ人も助かりました。タイ大使館移動領事はいろいろ

な書類の手続きをしてくれます。そしてタイの医者も

来るので健康診断や相談などができます。私たちは東

京までに行く時間もお金もかからないので、すごく助

かります。 
 2002 年に山梨に住んでいるタイ人の友達が“コン

サーンムアンクラブ”を立ち上げました。そのクラブ

の日本語の意味は“街を造る人”。目的は山梨 NGO
オアシスをお手伝いしたい。オアシスはいろんな外国

人の相談にのってくれます。私たちができることであ

ればお手伝いします。私たちの力でできないことはオ

アシスのみなさんにお願いします。 
 私たち外国人は日本の国に、日本人にお世話になっ

ています。日本に住んでいていろいろありました。楽

しいことや悲しいことなどがありました。できる範囲

でこの日本の国に恩返ししたいです。 
 最後にお願いです。私たち外国人があいさつしたら

知らん顔しないでください。遠いところからきて寂し

いです。そういうことされるともっと寂しくなります

ので。 
 外国人と日本人が平和に暮らせるようになってほ

しいです。 
 ＊人の笑顔がほしかったら、自分から先に出すこと 
 ＊人の真心がほしかったら、自分から先に出すこと 
 

10．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1542 回例会 平成 20 年 9 月 1 日(月) 
18：30～ 海南保健福祉センター 
  勝野ガバナー公式訪問・３クラブ合同例会・ 

 
 
 

 

山名正一君  次週9月1日はガバナー公式訪問とな

ります。多数ご出席お願いします。 

       昨日、深谷さんにお世話になりました。 

奥村匡敏君  今日委員会の報告をします。 

       山名さん、山畑さん、先月新入会員の

勧誘に行っていただき有難うござい

ました。 

小椋孝一君  青山ジェニー様、今日のスピーチご苦

労様です。 

阪口洋一君  先日、ミュージカル 有間の皇子を見

てきました。 



 

 
 
 
 

ガバナーメッセージ 「会員増強月間」 

会員諸兄の皆様、本当

に暑い毎日が続いてお

ります。御身体を大切に

されて、この猛暑の日々

をくぐり抜けられん事

を祈念しております。過

日のクラブ会長会議に

御出席たまわり厚く御

礼申し上げます。 
会長の皆様とは、今迄

に幾度となくお会い致

しておりますので、心

より親しみを感じる一

日で御座いました。何人かの会長さんより、会長会議

に於いて私が話した内容を文章にして欲しいとの要

望がありましたので、この月信を借りて皆さんにお伝

えする事に致します。その前に伝達事項があります。

先月の 7 月 7 日(月)ＲＩ会長 李東建氏主催の「会員

増強会議」が東京港区台場のホテル グランパシフィ

ック メリディアンにて開催され、日本全国から多数

のロータリアン(約 1,200 人)が参加致しました。ＲＩ

会長としての世界で始めての会議であり「会員増強の

必要性を世界中で行脚して説法して歩く」と語られる

強い意志と情熱をこめた最高のトップの姿勢であり

ました。会員増強は各クラブにとって、大きな課題で

ありまして、会長の皆さんにとって最大の懸案事項の

一つでありましょう。会員減少の傾向はここ数年とみ

に著しくなって来ています。その原因は多々あります

が、結局の処「ロータリークラブに魅力を失った」或

いは「ロータリークラブが魅力を失ってしまった」こ

とに起因するのでしょう。何故魅力をうしなったので

しょうか！？平たく言うならば、会員がロータリーか

ら、クラブから得るものが皆目なくなってしまい、魅

力を感じなくなってしまった故なのでしょう。魅力の

無いクラブに入会する者がいないのは当然の成り行

きです。会員増強を強力に進める為には、クラブを魅

力あるものにする事が最も肝要な事柄です。先ず例会

を「楽しい」「役に立つ」例会にする必要があります。

その為には例会のプログラムを工夫しなければなり

ません。例会の要は卓話です。会員のロータリアンに

日々体験している職業上の経験、職業を通して得た智

慧・人生観などを披露してもらうならば、その話を聞

くことによって、聞く側のロータリアンは多くのこと

を学ぶでしょう。ここに例会出席が会員の義務である

ことになるのです。出席する事がクラブ奉仕になるの

です。また、語る会員は自己の職業を通して、会員に

奉仕している事になります。これは職業奉仕です。卓

話と出席がクラブ運営の最も大切な出発である事を

ご理解いただけたでしょうか？そして素晴らしい魅

力ある例会をすることによって新入会員をクラブに

引きとどめる事になり、新しい会員引き入れる事に結

ながるのです。こういう条件を調えて初めて、会員増

強に力が入るのだと思っています。会長の皆さんの例

会はどうなっていますか？どうか会長の皆さんがこ

の点をよくご理解いただいて、クラブの運営に力を注

いでいただきたいのです。以上が「会員増強月間」の

今月に皆さんに御願いする事柄です。 
 
 
 
 
 
 
韓国の新会員勧誘 

 
今年度、李 東建国際ロ

ータリー会長は大変意欲

的な会員増強目標を設定

しました。この目標を達成

するため、模範を示したの

が韓国の 2つのクラブです。

韓国光州の光州立石ロー

タリークラブと全羅北道

の裡里東ロータリークラ

ブは、若い人々を含めた会

員候補者を探すため、クラ

ブ例会以外の活動を開始しました。 
光州立石クラブは会員数を 69 人から 132 人に増や

しました。2007－08 年度、金尚權クラブ会長は、例

会のたびに、新しい会員を勧誘することの重要性を強

調。また、商工会議所など、各会員が関係する他団体

にロータリーを紹介するよう呼びかけました。会員候

補者が特定されると、その人物の勧誘にクラブ全体が

力を合わせました。新会員を 3 人以上入会させた会員

には、特別な認証を贈っています。クラブは、ゴルフ

やハイキングのグループをつくって若い会員層にも

注目し、例会後に内輪の親睦行事を開くなど、会員同

士が絆を深める機会も増やしました。 
同じく親睦に焦点を当てた裡里東クラブは、2007－
08 年度に会員 112 人から 152 人を擁するクラブへと

成長。クラブ指導者は、ゴルフ、サッカー、ハイキン

グをはじめとする各スポーツを担当する委員会を設

けました。 
李ＲＩ会長は 2008－09 年度、全世界のロータリー

会員数を 120 万人から 130 万人に増加させることを

目標としています。 
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