
 
 
 
 
 
 
 

第 1573 回例会 21 年 5月 25 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

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50名 出席免除会員1名 

  出席率 72.46％ 前回修正出席率 76.81％ 

 

４．会長スピーチ      会長 宮田 貞三君 

 皆様今日は。来週から6
月に入ります。私の任期

はもう1ヶ月されどまだ

1ヶ月あります。7月のゴ

ールまで気持ちを緩める

事はできません。しかし、

何事も力が入りすぎると

よい結果が出ないようで

す。初心者ほど余分な力

が入りすぎるものです。

今は、どんなスポーツでもプレッシャーに勝つため

のイメージトレーニングを試合前に行い、自分を鼓

舞して試合に臨んでいます。では、上手に余分な力

を抜くには先ず足の指から順番に力を入れていき

ます。ふくらはぎ、太もも、お尻、腰、腹、胸、手

の指、腕、上腕、肩、首、口、目、頭へと、しっか

り力を入れて5つ数える。そしてゆっくり息を吐く、

これを2～3回繰り返すと余分な力が抜けます。しか

し、いざ本番と聞くだけで余分に力が入り緊張する

ものです。本番に強くなるにはどうすればよいか。

先ず心を集中して身体から余分な力を抜き、リラッ

クスした状態で試合に臨む。言うは易い事ですが、

実行する事は大変難しい。高校野球でもイメージト

レーニングを取り入れています。 
一流といわれる人は、常に心のトレーニングを行

い、心も鍛えているのです。練習せずに出来たのは

巨人の長嶋選手だと言われています。イメージトレ

ーニングは、試合前にその日の試合の流れをイメー

ジして、意欲と自身を持つように、自分を振り立た

せ、感情はしずめて身体の力を抜いてリラックスし

た状態になり、心は集中する。禅でいう無我無心の

境地です。日頃からイメージトレーニングで心と身

体を整えていると日常生活にも役立ちます。 
 6月は例会が5回あります。心を集中して緊張感を

持って務めます。皆様、出席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 6 月 17 日（水）→6 月 17 日（水） 

18：00～ 加太 「あたらし屋」 
 海南西 RC 6 月 25 日（木）→6 月 27 日（土） 

19：00～ 最終例会 神田屋 
○休会のお知らせ 
 橋本紀ノ川 RC   6 月 23 日（火） 
 和歌山西 RC    6 月 24 日（水） 
○6 月のロータリーレート 
   １＄ ＝ 98 円 
 
６．会員卓話  

ＩＤＭ報告 テーマ「出席について」 
 
１組 名手 広之君 

２、３ヶ月の例会の出席者の少

ない現状を見て情報委員長は IDM
のテーマを出席についてとしたの

ではないかと私は察します。 
参考の為に 2640 地区クラブ会

員数並びにクラブの月平均の出席

率は次のようである。 
 

①田辺 87 名  88.59％ 
②和歌山南 86 名  87％ 
③堺 79 名  87.38％ 
④和歌山 75 名  86.72％ 
⑤海南東 68 名  80.48％ 
 
海南東 2640 地区で 5 番目の多い会員数であるが、

出席率になると、2640 地区でのクラブ数 73 クラブ中

53 位と、出席数少ないクラブであるというデータが

出ています。 
出席率の向上にはどのようにすれば良いか？あま

り、やりすぎると退会防止に反することも考えられま

すので、親睦を中心に考える必要があります。 
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２組 楠部 賢計君 
１．さすが会長、幹事、SAA の

3 人が入った組です。その上、リ

ーダーが大沢さんですから出席

者全員ロータリーへ入って良か

ったと、ロータリー絶賛から始

まり、2 時間の半分は入会して良

かったコールでした。その一部

をご紹介しますと、ロータリー

に入らなかったら知り会えなかった人々と友達にな

れたし、しかも上下の隔てなくつきあえるロータリー

は人の生きる巾を広げ、人生を豊かにするだけのパワ

ーを持っている。ロータリーこそが人生の指標であり、

終生の友であることを、会徳することが出来た。その

他、色々ありましたが、時間の都合で本題に入ります。

テーマの「出席について」を言いかえると、クラブと

して欠席者にどう対応するかと言うことで、例会の食

事や内容を楽しくするなど例会のレベルアップより

も、メンバー一人一人のロータリーに対する気持ちの

問題だと思う。欠席の多い人はロータリーへ入って良

かったと思えない人が多分多いのではなかろうか。出

席をしてロータリーを理解して、ロータリーの良さや

面白さを知ってもらい、せつから入会金、年会費を払

ったんだから、せめて元を取るためにも出席してロー

タリーを研究するその結果、自分にはロータリーは合

わないと結論出れば今迄支払った入会金や年会費は

人生勉強の授業料としてあきらめたらどうか。 
２．そのためにクラブとしてどうするか 
①欠席の多い人だけを対象に、IDM を開催して、

情報委員長、会長、幹事、他同席して、先ず出席出来

ない理由、クラブへの不満等々なんでもしゃべっても

らう。（その為には何でも言える雰囲気をつくること

が当然ですが、美味しい食事と酒は絶対です。）その

上でロータリーの楽しさ、面白さを活かして出席へ誘

導する。②出席するようになったら時期を見て何でも

エエスピーチをやってもらう。③それを聞いて早い機

会に役職を与える。④その人がクラブにとって必要な

人材であると感じてもらったら、それからが真のロー

タリアンになる。その他、自分達のクラブのこれから

の課題として、親睦を大事にして育った 35 年、今も

親睦では地区でも最優秀でしょう。だからこそ退会者

の少ないことでも他クラブに負けないと思います。 
親睦を大切にするのは海南東の伝統であり、クラブ風

土でもあるわけで、今後もそれは受け継いでいくべき

です。３．勿論、奉仕活動の面でも他クラブと比較し

て劣ることは無いと思いますが、その証拠に地区へ 7
人も送り出しているのですから。そうは言っても親睦

のレベルが余りに高いので、それに比べるとロータリ

ー本来の理解と活動がやや劣る点もあるかも。現在で

も地区・他クラブから評価が高く、うらやましがられ

ていますが、これに満心せず海南東 RC のステータス

アップに向けて頑張ってゆこう。 
 大沢リーダーの素晴らしい進行と、3 人の執行役員

の積極発言、中西さんの若さと地区情報、それらが素

晴らしいハーモニーとなって前田さんと私は聞き惚

れっぱなしでした。前田さんは美味しい料理をつくっ

てくれながらの参加でしたから、惚れっぱなしは私一

人だったかも。最後に、すごく美味しい本格的なディ

ナー、多分出血サービスで前田さんには悪いなぁと言

いながら追加料金無しで終わりました。私自身は大変

いい勉強になりました。これで 2 組の IDM 報告は終

わります。 
 
３組 宮田 敬之佑君 
 ロータリーはなんと言っても親

睦です。海南東 RC は 35 年間これ

を続けてきました。例会は「美味

い食事と聞きたい卓話」です。例

会に魅力を感じてもらうことだと

思います。出席の少ないメンバー

の意見を聞くと「ロータリーは好

きだ。入れておいてほしい」とのことでした。仕事が

忙しい人もいますので、ケースバイケースで、あまり

出席を強いるのも難しいと思いますが、是非、出席し

てもらいたい。 
 
４組 山野 明君 

 IDM の出席は１０名中、６名で

した。いろいろな意見がでましたが、

出席の少ないメンバーには紹介者

が誘いにいくとか、例会の席を座席

指定にしてはなど、もっと楽しい例

会にすることに努める必要があり

ます。また、夜間例会を多くしたら

どうかなどの声もありました。 
 
5 組 新垣 勝君 

IDM の出席は１０名中、5 名で

した。報委員長として、欠席の多

い人は忙しい人は日程が決まっ

ているので、できるだけ調整して

もらって出席してほしい。ロータ

リーは出席で始まります。親睦、

奉仕活動は出席が無ければでき

ません。今回のテーマは出席率の向上ではなく、出席

について考えてもらうために設けました。先ほどの発

表にもあるように、あまり出席を強いるのも退会防止

に差し障るかもしれませんので、出席の意味を理解し

たうえで、考えてほしい。 
 
６組 上南 雅延君 

◎出席率向上にはどの様にすればよ

いですか 
・出席委員より今現在の当クラブの

出席状態を会員皆さんに知らせ、出

席をうながす 
・推薦者が欠席の多い方を訪問し出

席うながす 
・欠席の多い会員を趣味合う同好会に入会させ、同好



会会員の皆さんが例会の出席するように進める 
・欠席者の近くの住む会員、例会日に誘い合わせ出席

する 
・卓話内容を堅苦しい内容でなく、面白い内容にする。

（女性卓話を増やす） 
・食事内容をバラエティにとんだものを出す 
 
７組 平尾 寧章君 

出席について 
①年各半期でメイクアップを含み

50％出席を要す 
②年各半期間 ホームクラブのうち

30％出席を要す 
③連続 4 回 欠席（メイクアップ無

し） 
理事会の過半数で会員身分の終結することができる。 
・出席について例会の充実 
・新入会員のケア（親睦）紹介者 
・例会の時間 昼・夜 
・出来るだけメイキャップをしよう 
その他 会員増強について、候補者をあげて話し合っ

た。 
 
７．閉会点鐘 
 

次回例会 
    第 1574 回例会 21 年 6 月 1 日(月) 
      海南商工会議所 ４F 18：30～ 
          誕生祝い 結婚祝い 
     「6 月はロータリー親睦活動月間」 
 
 
 
 
☺一般ニコニコ 

楠部賢計君  久しぶりにネクタイしめてきました。 

 

 

６月プログラム（ロータリー親睦活動月間） 
 

国際大会 英国バーミンガム 

 【６／２１（日）～２４日（水）】 

 

１日（月）夜間例会 １８：３０～ 

 誕生祝い 結婚祝い  

８日（月） １２：３０～ 会員卓話  

              新会員 三木 正博君 

                  辻   亮君 

15 日（月） １２：３０～  会員卓話 

                       宇恵 弘純君 

22 日（月） １２：３０～  会員卓話 

「ロータリーとポリオ」平尾 寧章君 

29 日（月）夜間例会 １８：３０～ 

      今期最終例会   海南商工会議所４Ｆ 

 

海南「たんぽぽの会」との交流会 写真 
撮影：幹事 山田 耕造君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
第 100 回国際大会で地域の歴史や 

文化も学びましょう  
バーミンガム国際大会本会

議には、ロータリーや財団に

関する講演をはじめ、著名な

ゲスト講演者が登場します。

ＲＩ会長、エレクト、財団管

理委員長の主催する昼食会の

チケットも購入できます。 
 ＲＩ国際大会では、ロータ

リーや仲間のロータリアン、大会開催地について学ぶ

機会が豊富にあります。分科会の主題や発表者につい

ての詳細はプログラム冊子を参照ください。クラブと

地区のプロジェクトの展示を

見学し、世界各地の画期的なプ

ログラムについて学ぶことも

できます。 かつて産業革命の

中心都市であった英国第 2 の都

市、バーミンガムは、ショッピ

ング、大会議、研究の盛んな地域として再建されまし

た。イタリアのベニスよりも多くの運河が流れ、食事

や乗船を楽しんだり、交通手段とするため、細いボー

トが往来しています。保存状態が世界で最も良いとさ

れる中世の城、ウォーリック城で開催されるホスト行

事、「中世探索の夕べ」では、ウエストミッドランド

州の魅力を体験できます。 
 
イタリア大地震の被災者に 

迅速な支援の手 
4 月 6 日、イタリア中部

で大地震が発生、300 人近

い犠牲者が出ました。そ

のわずか数時間後、シェ

ルターボックスのボラン

ティアチームが、家を失

った数百世帯に、245 個の救援物資セットを届けまし

た。この大地震により、数万人がホームレスとなり、

山間地帯にある町、ラクイラで、少なくとも 1万 5,000
棟の建物が全半壊の被害を受けました。地震被害によ

る混乱の中、シェルターボックスの救援チームと地元

のロータリアン、そしてイタリアの市民保護団体が一

体となって、アッセルジ村の近くに 5 つのテント村キ

ャンプを設置しました。世界中のロータリークラブが

支援している草の根の災害救援団体、シェルターボッ

クスでは、テント、毛布、浄水装置、調理機器、その

ほか生活するのに必要な基本的な道具や物資の詰ま

った箱を提供しています。この箱で、10 人家族が 6
か月間生活することができます。最も被害が大きかっ

たのは、アルバニアとイタリアの一部を含む第 2090

地区です。同地区は、被災地への中期的・長期的な救

済プロジェクトについて話し合うため、今後 2 週間以

内にイタリアのほかの 9 地区と会合を設ける予定で

す。また、最も被害の大きかった地域社会にエンジニ

アと建築家を派遣し、専門技術を提供する予定です。

長期的には、地元ビジネスの再建支援など計画です。 
 
財団が一部プログラムへの 

補助金を削減へ 
ロータリー財団管理委員会は、4 月の会合で

2009-10 年度のプログラム予算と運営予算に関し、管

理委員会は、大変難しい決定を下しました。未来の夢

計画のおかげで、私たちは長期的な観点から財団の発

展に焦点を当てて考え、判断を下すことができます。

しかしながら、2010-11 年度に、予定よりも早く複数

のプログラムを中止するという決定が下されました。 
2009 年 7 月 1 日をもって、以下のプログラムへの補

助金（奨学金）提供が中止されます。大学教員のため

のロータリー補助金、ボランティア奉仕活動補助金文

化研修のための国際親善奨学金およびマルチイヤー

国際親善奨学金、2009-10 年度のマッチング・グラン

トのための国際財団活動資金は 950 万ドルとなり、

これは 2008-09 年度当初の予算を 70%下回る金額で

す。地区は、予算削減の影響を受けない地区財団活動

資金（DDF）を、人道的奉仕プロジェクトの実施に

使用するよう奨励されています。保健、飢餓追放およ

び人間性尊重（3-H）補助金の予算も大幅に削減され

ます。このほか一時保留される補助金があります。 
 
財団管理委員会が 

認証ポイント移譲の下限を引き下げ 
ロータリー財団管理委員会は 7 月 1 日以降、移譲でき

る財団認証ポイントの下限を 100 ポイントにする決

定をしました。これにより多くのロータリアンが寄付

を助長できるようになり、寄付増進目標を達成する上

でクラブと地区指導者への支援につなげようとの狙

いがあります。認証ポイントは、財団への寄付者がポ

ール・ハリス・フェロー（ＰＨＦ：財団に累計 1,000
ドルを寄付した個人）の認証資格を得た後に蓄積する

もので、年次プログラム基金、ポリオ・プラス、承認

されたマッチング・グラントへの寄付 1 ドルにつき、

1 ポイントが与えられます。7 月 1 日以降は寄付者本

人だけが移譲の権利をもち、クラブ会長とガバナーは

移譲できなくなりますが、クラブや地区のアカウント

については引き続き移譲できます。また、個人のポイ

ントは寄付者が死亡、あるいは大口寄付者（財団に 1
万ドル以上を寄付）の残された配偶者が死亡した場合、

失効します。寄付者は家族、友人、ほかのロータリア

ンをＰＨＦにするため、ポイントを譲渡できますが、

クラブ、地区への移譲はできません。恒久基金と国際

ロータリーのプログラムへの寄付には、認証ポイント

がつきません。なお、移譲には「認証ポイント使用申

請書」をご使用ください。 

 


