
 
 
 
 
 
 
 

第1548回例会20年10月27日(月) 
12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング      「我等の生業」 

３．出席報告  

会員総数67名 出席者数42名 出席免除会員1名 

  出席率 63.64％ 前回修正出席率 75.76％ 

 

４．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

 皆様、今日は。今月は

大変な月でした。8 日に

私たちの素晴らしい仲間、

大川幹二さんがご逝去さ

れました。誠に残念でな

りません。皆様には通夜

告別式に立礼していただ

き大変ご苦労様でした。

厚く御礼申し上げます。 
 18 日から 22 日までの

彰化東南 RC の訪問に際して、歓迎会、ゴルフ、観光、

ヨットセーリング、飲み会の接待等、皆様に大変お世

話になりました。有難うございました。 
彰化東南 RC と

姉妹クラブの締結

もできました。頼

社長様より、海南

東 RC の皆様に歓

迎していただき嬉

しく心より感謝し

ていますとのお礼

状が届きました。 
25 日には、社会奉仕委員会の道路清掃に多数参加

頂き有難うございました。海南市保健福祉センターか

ら川端通り、温山荘、築港のボート係留場所、谷口病

院まで道路を清掃してきました。清掃後のミーティン

グでは、ゴミの多い所は交差点付近と、草が茂ってい

る所、ボートの係留場所等、人目につきにくい場所で

あるとの話が出ました。掃除の終わったキレイになっ

た道路を振り返ってみると周囲の雰囲気、街並が変わ

って見えました。街並をキレイにすると、きっと捨て

る人の心も変わり、捨てる人も無くなる。ゴミを捨て

なくなるま

で毎年、い

や毎月清掃

奉仕を続け

てもよいの

ではとの話

も出ました。 
25 日、地

区で30会が

新しく出来ました。寺下さん、山畑さん、中西さん、

大江さん、出席ご苦労様でした。 
今年は 12 月 1 日が年次総会となっています。クラ

ブ細則第 3 条第 1 節によると、理事および役員の選挙

については、理事および役員を選挙すべき年次総会の

1 ヶ月前の例会において、指名委員会を設置しなけれ

ばならないとなっています。当クラブの慣例に従い理

事会メンバーをもって指名委員会とさせて頂いてよ

ろしいでしょうか。御諮りします。 
本日は情報委員長、新垣さんの卓話です。よろしく

お願いします。 

 

５．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山西 RC 11 月 5 日（水）→11 月 5 日（水） 

18：00～ 四季彩“MIZUKI” 
ダイワロイネットホテル３F 

 岩出 RC 11 月 13 日（木）→11 月 13 日（木） 
ロータリーコミュニケーション 

講座（於：貴志川高校） 
11 月 20 日（木）→11 月 15 日（土） 

IM4 組 橋本 RC 
○休会のお知らせ 
海南 RC   10 月 29 日（水） 

○レート変更のお知らせ 
 11 月のレート   １＄＝１００円 
○弁護士会からの案内 
 11 月 25 日（火）「裁判員裁判を考えるつどい」 
 県民文化会館小ホールで午後 6 時 30 分～ 
 

６．委員会報告  

○海南 3 クラブ合同ゴルフ、8○会   田村健治君 
 11 月 24 日（月）サンリゾート GC でありますので
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参加よろしくお願いします。 
○社会奉仕委員会     副委員長  山野 明君 
・10 月 25 日の清掃活動のご協力ありがとうございま

した。 
・麻薬・覚せい剤乱用防止運動の国連支援金の募金を

お願いします。 
・世界エイズデイの啓発活動で、11 月 29 日に和歌山

駅でキャンペーンを行いますので協力よろしくお願

いします。 
○米山記念奨学会委員会    委員長 岸 友子君 

10 月は米山月間ですので寄付よろしくお願いしま

す。また、米山「豆辞典」の冊子配布しますのでご覧

下さい。 
○国際奉仕委員会      委員長 花田宗弘君 
 本日から英会話教室がはじまりますのでよろしく

お願いします。 
 

７．会員卓話    情報・規定委員長 新垣 勝君 

委員会別に6組に分か

れて8月中に実施したＩ

ＤＭ（出席率 80.6%）と

10 月 19 日にテクスピア

大阪で開催されたクラ

ブロータリー情報・規定

委員長会議について報

告します。 

○ＩＤＭ報告 

1)今年度の委員会事業

計画について 

実施時期がクラブ協

議会の前でしたのでお願いしましたが、殆どがクラブ

計画書に記載されていますので省略します。 

2)会員増強と出席について 

個人的な意見はよく IDM で話題になっていたので、

各委員会としての考えを聞きたかったのですが、私の

舌足らずで充分意向が伝わりませんでした。 

1組の会員増強委員会は具体的な名前を提示して検討

して頂きました。 

意見としては「出席の要請が退会につながる」｢増強

より退会防止を｣「入会金を減額する｣｢勧誘時に友人

や影響力のある会員の同行を｣｢食事の質を上げる｣

｢若い会員に推薦してもらう｣｢駐車場の問題｣｢紹介者

が誘う｣「同好会でフォローする」その他で｢夏場の花

は直ぐ枯れてもったいない｣｢食事が残らない工夫｣

「米山の留学生中国が多すぎる｣｢財団は寄付要請が

強く疑問｣等です。 

○クラブロータリー情報・規定委員長会議報告 

PDG6 名・DGE・DGN・AG10 名・地区ロータリー情報

規定委員会 6 名と各クラブ委員長 62 名が出席いたし

ました。 

1)クラブ定款・細則と CLP に関するアンケート調査 

2)規定審議会提出案件の説明 

3)決議 23-34 について 

 2007年 11月のRI理事会で｢社会奉仕に関する1923

年の声明｣いわゆる決議 23-34 が、もはや国際ロータ

リーやクラブの社会奉仕の理念、原理を正確に表して

いないという理由によりはずされることになり、歴史

的文献として取り扱われると決定した。と伝達されま

した。 

*決議 23-34 の全文は「手続要覧」の 84 ページに記載

されている 

*今回廃止に至った経緯については｢ロータリーの友｣

9 月号の 25~28 ページに記載されている 

それではそもそも「決議 23-34」とは何か? 廃止され

ると何が困るのか?｢決議 23-34｣にはロータリーとは

何か? ロータリクラブとは?ロータリアンとは?との

問いかけに対するロータリーの根本理念とクラブの

独立性について記載されているからに外なりません。

単に社会奉仕の項目に記載されているのがおかしい

と言う理由で抹消されたわけです。本日皆さんの手元

に「手続要覧」を配布しております。宮田会長に無理

を言って買って頂きました。「手続要覧」を初めて手

にする方も居られるだろうし、久しぶりの方もおられ

ると思います。「手続要覧」についてもお話したいこ

とがありますが、時間があれば後ほど少し触れてみた

いとおもいますが、「決議 23-34」に戻ります。84 ペ

ージをお開きください。1)がロータリーの理念 5)が

クラブの独立性です。 

 一通り読んだだけでは理解しがたいかもしれませ

んが、時間がないので次に進みます。この決議はいわ

ゆる自己研鑽と自他への奉仕の心の大切さを説く理

論派と、奉仕は心だけではなく実際に行動すべきと言

う行動派の論争に終止符を打つための決議でした。ロ

ータリーは自己研修の道場であり、単に義務だから出

席が叫ばれいるのではなく、例会はその機会を提供す

る場であり、従って出席することが求められると言う

ことになります。社会奉仕はロータリーの目的ではな

く奉仕の心を育む手段・道具に過ぎない、あくまでも

職業奉仕を第一義とし、言い換えれば I SERVE の立場

であると言うものであります。但し、難しい話なので

私の私見が入っているかもしれませんのでその点は

ご容赦を。 

 そういうロータリーの根幹に関わる大切な文言を

規定審議会にもかけないで、RI 理事会であっさり反

故にすることはけしからんと言うのが大方の日本の

ロータリアンの意見であり、2640 地区ではその先鋒

に中嶋 PDG が居ります。 

 ここからは、私の独断が多くなるかもしれませんが、

ロータリーは創立 100 年が過ぎて組織が大きくなり

ました。世界にはロータリアン 122 万人を超え、RI

を構成するクラブ数は 33,000 近くになっています。

組織が大きくなれば管理・指揮系統の強化を図らなけ

れば組織はもちません。従って地区をより強化・管理

する必要があり、拡大増強を続けたバブル期には地区

の分割が奨励されました。RI の唯一の役員である DG

が充分に指導・管理できるのは 40 クラブ程度と考え

たからです。ところが地区が増えすぎて国際協議会に

ガバナーを収容できなくなってきました。現在 530 地

区になっています。従って現在は一地区の規模は 75

クラブ以上で 2,700 人以上が推奨されています。そう



なるとDG一人ではとても役目を果たせないのでAGを

おくという DLP という地区管理体制を強制しました。

そして今回クラブに対しても CLP を強制したいとこ

ろですが、建前上 RI 定款・RI 細則・クラブ定款に違

反しない限りクラブには独立性があると言うことで

推奨と言うことにはなっていますが、手続要覧にはし

っかりと記載されています。これも RI 理事会の決定

です。 

 話はそれますが、クラブの所属が 264 地区になった

26 年前はクラブ数 40、会員数 2,355 名でした。RI の

提唱する拡大・増強路線を何の疑いもなく続けた結果、

18 年前に 2640 地区に分区した時にはクラブ数 42 会

員数 3,831 名になっています。12 年前には 3,877 名

のピークを迎え、現在は 74 クラブ、2,357 名と 26 年

前と同じ会員数になっていますが、クラブは 32 増え

たままです。その間、クラブに入会しやすいようにと、

一業種一人を取っ払い、メイキャップ期間を延長し、

サイバークラブを認め、今回のクラブ定款では職業を

代表しなくても入会可能としました。 

 100 年も経てば世の中がすっかり変わるわけで、組

織も変わらざるを得ません。しかし、ロータリーの理

念である自己研鑽・職業奉仕・I SERVE・クラブの自

立性等を思い切って変更しない限り、言い換えればこ

のことが大切と考えれば RI の指令とは益々矛盾が大

きくなります。例えば、ポリオプラスに代表されるよ

うな大きなプロジェクトの継続は当に WE SERVE であ

り、現実的には I SERVE の影は薄いです。復活したと

はいえ CLP には職業奉仕委員会がはずされていまし

た。その後クラブ定款には四大奉仕が記載されました

が、CLP 推奨のクラブ細則とはしっくりしません。そ

して、今回は自己研鑽とクラブの自立性をないがしろ

にするような決議 23-34 の廃止です。ロータリーの綱

領に謳われているように｢ロータリーをあまねく全世

界に広げる｣という目標を掲げている以上、拡大と増

強は際限なく続くことになります。ロータリーの世界

本部には 650 人もの職員が働いていると聞きました。

日本人ではなくアメリカ人の官僚です。益々肥大する

ロータリーは金のかかるプロジェクト多く抱え、財団

の運営も含めて資金の調達も大変だと思います。RI

理事会はたったの 19 人の理事で構成されています。

よく分からないうちにクラブと会員への管理を強め

ようとするのは当然で、RI 理事会では今の流れは阻

止できないと考えられます。 

 そこで、先ほどの規定審議会への提出議題になりま

す。要はロータリーの重要な改廃は RI 理事会ではな

く、規定審議会で決議するよう求める案件です。 

 今回の委員会でも、中島 DPG、村上 DGE、情報規定

委員長皆さん意見が分かれるようです。中島 DPG はこ

の決議 23-34 の全文をクラブ細則に載せるよう推奨

しました。しかし、私見では理念とか目的とかは定款

に記載されるべきで、細則はその言葉通り定款にのっ

とって具体的に細かいことを規定するものと考えま

す。クラブで唯一自由に変えられるのはクラブ細則だ

ということは分かりますが、どうしてもこの文章を残

したいならクラブ定款・細則の表紙の裏側に載せたら

いかがかと提案したい。 

 最後に、この決議 23-34 が廃止されることの意味を、

会員各自が熟考され、クラブの活性化の一助になれば

幸いです。 

 

８．閉会点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

○一般ニコニコ 

山名正一君  彰化東南 RC メンバーの来訪回にお

世話いただきました会員皆様ご苦労

様でした。 

       海南東クラブの暖かいもてなしに感

謝しつつ、22 日に帰国の途につきま

した。 

阪口洋一君  25 日の清掃に出席出来ずすみませ

んでした。 

新垣 勝君  土曜日清掃奉仕ありがとうございま

した。山形へ遊びに行く。 

吉田昌生君  手元に手引配布。万葉ウォークにご

参加を。海南駅に集合。 

 

 

次回例会 

第 1547 回例会 平成 20 年 10 月 20 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所４F 
        台湾 彰化東南来訪 

 
 
 
 
 
 
国連フォーラムでＲＩ会長が講演 
李東建国際ロータリー（ＲＩ

）会長は、9 月 25 日、ニュー

ヨークで開かれた潘基文国連

事務総長主催のフォーラムで、

20 年間のポリオ撲滅活動にお

けるロータリーと国連の協力

関係を称賛しました。 
フォーラムには主要な政府

や民間のリーダーが出席しま

した。李会長はポリオを撲滅し、より健康的で平和

な世界を築くために国連に協力していくというロ

ータリーの姿勢を再び強調。保健と教育に関する分

科会では「（ポリオという）病を根絶し、国連のミ

レニアム開発目標（Millennium Development 
Goals：ＭＤＧｓ）の 4 番目『幼児死亡率の削減』



を実現するために、ロータリーは世界中の人々を団

結へと導きました」と述べました。 
講演者にはそのほか、ビル・アンド・メリンダ・

ゲイツ財団共同理事長のビル・ゲイツ氏、ユネスコ

事務局長の松浦晃一郎氏、ＷＨＯ事務局長のマーガ

レット・チャン氏らが参加。フォーラムでは各国政

府の指導者、慈善団体、開発機関の幅広い連携が築

かれ、2015 年までに貧困や飢餓、疾病などを大き

く減らすというＭＤＧｓへの決意を新たにしまし

た。 
 
徹底した予防接種活動でポリオ撲滅を

目指す－パキスタン－ 
思いやりの

心と熱意、そ

して勇気に駆

られたパキス

タンのペシャ

ワール・ロー

タリークラブ

の会員たちが

、世界で一番

の僻地、しか

も危険地帯とされている場所で、子供たちへの予防

接種活動を援助しました。パキスタンで 9 月 15 日

から 17 日にかけて実施された準全国予防接種日に

参加したクラブ会員たちは、治安の悪いアフガニス

タン国境付近にあるパキスタン西北辺境州の連邦

管轄部族地域の子供たちを対象に、予防接種を行い

ました。 
「この地域には 320 世帯あり、現地の部族の生

活は、教育や医療、通信など、あらゆる面で発展が

遅れています」と言うのは、クラブ会員のスエド・

フェロズ・シャー氏です。予防接種キャンペーンの

前に「部族の長老たちを集め、部族民が予防接種会

場に足を運ぶよう働きかける説明会を行いました。

特に部族の若者たちは、この説明会に熱心に参加し

ていました。また、ポリオの認識向上を目的とした

ウォークを行い、ポリオの予防接種について宣伝し

て回りました」とシャー氏。キャンペーンの 3 日

間、ペシャワールのロータリアンたちは、5 歳未満

の子供にポリオワクチンを投与するため、戸別訪問

を行いました。また、会員らは、ポリオ以外の病気

の予防接種を受ける必要性についても親たちに説

明しました。キャンペーン終了後も、2 日間にわた

り、子供への予防接種を拒絶していた家族に説得を

続けました。その結果、キャンペーン中に接種を受

けなかった 105 人の子供たちにもワクチンを投与

することができました。そのうち 65 人は、当初、

予防接種を拒んでいた家族の子供たちでした。 
保健の専門家によると、パキスタンにおけるポリ

オ撲滅活動の中心は、ポリオ感染のリスクが最も高

いと言われるバローチースターン州、イスラマバー

ド、西北辺境州、パンジャーブ州です。「難しい課

題はいろいろとありますが、ポリオを撲滅すると私

たちは心に誓っています」と、ペシャワールの世界

保健機関運営事務局で働くサイード・アクバール・

カーン氏は述べます。 
 

ポリオ撲滅のために 4,000 キロ以上を

歩く 
米国カリフォルニア州

、レイク・エルシノア・

クラブに所属する冒険心

旺盛なリス・ウォレスさ

んは、昨年、米国西部に

あるパシフィック・クレ

スト・トレイル（訳注：

メキシコ国境からカナダ

国境まで続く長距離自然

歩道）を、3840 キロメートル以上歩きました。今

年 8 月、再び身支度を整えたウォレスさんは、踏

破の決意を新たに、ワシントン州のスノークォルミ

ー峠からカナダ、ブリテイッュ・コロンビアのマイ

ング州立公園までの残り 410 キロメートルを歩き

切りました。このプロジェクトの目的は、ポリオ・

プラスのための募金でした。 
「ポリオ撲滅のために募金しながら、ポリオ・プラ

スを支援するよう人々の意欲を高めるとともに、み

んなが協力すれば何でも成し遂げられるというこ

とを、人々に示したいと思った。協力すれば、子供

たちや将来の世代をポリオウィルスから守ること

ができるのです」とウォレスさんは言います。  
レイク・エルシノア・ロータリー・クラブが提唱す

るプロジェクト、「PCT4 ポリオ」の一環として、

ウォレスさんは、トレイルへ出発する前に、南カリ

フォルニアにある 24 余りのクラブを訪問し、ロー

タリー財団のポリオ・プラス基金へ寄付するよう人

々に呼びかけました。テレビや新聞の取材に応え、

ハイキングの途中でたくさんのクラブ訪問を行い、

2007 年にユタ州のソルトレークシティーで開かれ

た RI 国際大会ではブースも開設しました。レイク

・エルシノア・ロータリー・クラブは、このプロジ

ェクトで RI 広報賞を受賞しました。同じくロータ

リアンであるウォレスさんの両親は、レイク・エル

シノア・クラブで積極的に活動し、このプロジェク

トでも大きな役割を果たしました。父親が宣伝と推

進を行う一方で、母親は食料や衣服を郵便で届ける

など、ハイキングの手配を助けました。  
「このプロジェクトをやると決めるまでは、ロータ

リーについてあまり知らなかったけれど、この経験

を通じて、多くを学びました。私の家族はロータリ

ーにぞっこんですが、今では私も、ロータリーにの

めり込んでいます」 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


