
 
 
 
 
 
 
 

第 1624 回例会  

平成 22 年７月 26 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ  

「米田ガバナー公式訪問」 
 

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．お客様紹介  

地区ガバナー  米田 眞理子様(堺フェニックス RC) 
地区代表幹事 楠  玲子様(堺フェニックス RC) 
ガバナー補佐 塩路 良一様(御坊 RC) 

４．ビジター紹介 

笹島 良雄様(和歌山東 RC) 

５．出席報告 

会員総数 68 名 出席者数 48 名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 83.82％ 

 

６．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹 君 

皆さんこんにちは。

お暑い中、ご苦労様で

す。 

本日はガバナーを

お迎えしての公式訪

問です。今年度 2640

地区の米田ガバナー

には、お暑いなか大変

ご苦労様です。塩路ガ

バナー補佐には当ク

ラブの例会に３回続

けてご出席有難うございました。楠代表幹事にもご苦

労様です。また、ビジターの和歌山東ＲＣの笹島良雄

様、ようこそお出でくださいました。 

先にも申し上げましたようし年に一度のガバナー

をお迎えしての公式訪問例会です。先ほどは、幹事

共々懇談会を済ませました。ガバナーは、いつもの日

常の各クラブの例会の姿を「見たい、知りたい」と先

日来、語っておられます。今日は海南東ＲＣの在りの

まま、その「らしさ」を短時間でありますが、見て、

知って下されば幸いです。 

交換学生のティアゴ君が、明日、帰国の途につきま

す。先日、クラブから記念品を贈りました。 

7 月 17 日にゲートタワーホテルにてクラブ会長会

議があり、出席してきました。その後、地区委員の交

流会があり、中西さん、花田さん、阪口さんが出席さ

れました。昼の1時30分より４時30分まで会長会議、

5時 30 分から 7時 30 分まで交流会があり、ほとんど

一日ロータリーを堪能した日でした。昼にあるパスト

ガバナーからは「今日は何しにきたんよ」と言う問い

かけに、「何とか会長をやらせてもらってます」と応

える始末でした。 

どうも、私、地区では「こわい人」らしいですが、

ここにいる人は皆さん知っているように「いつもニコ

ニコ谷脇君」なのに、中西さんに話したら「酒をのま

んからや」といわれました。でも、中西さん程飲んだ

らニコニコを通り越してヘベレケになるのと思いま

す。私がはじめて、ガバナーにお目にかかったのは、

今から２年少し前、勝野さんがガバナーになる直前、

和泉府中の通り過ぎてしまいそうな焼肉屋、今は焼き

鳥屋になっているその店で地区の委員長の会合があ

り、その時に向かいに座られていた時、はじめて出会

ったのですが、多分、ガバナーは覚えていないと思い

ますが。とにかく、2640 地区期待の星、素晴らしい

才媛の登場なのです。日本で二人目のガバナーで、Ｐ

ＥＴＳやＲＬＩ等々と新風を巻き起こしているとこ

ろです。今、やっている夏の高校野球のポスターに「夏

の夢、今走り出す」とあったのですが、ガバナーには、

まさに「ロータリーの夢今走り出す」の如く、スター

ト早々のロータリーの今、ＲＩ、地区の現状をあつく

語っていただきます。また、私たちにおいても、熱く

お聞きして、明日からの当クラブの智となり肉となっ

て、ロータリー活動の幅を広げることが出来るように

したいと思いますので、何卒、よろしくお願いします。 

 

７．幹事報告        幹事 上野山 雅也 君 
○メーキャップ   

７月２２日（木） 

和歌山東ＲＣ  中村 雅行君 名手 広之君 

○変更のお知らせ 

和歌山城南ＲＣ 7 月 29 日（木）→ 7 月 29 日（木） 

18:30～ 一心 サマー例会 

 新宮ＲＣ    8 月４日（水）→ 8 月４日（水） 

18:30～ 「かわゐ」 

慰労激励会および納涼夜間例会 
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那智勝浦ＲＣ  8 月５日（木）→ 8 月 11 日（水） 

19:00～ サンかつうら 

（家族親睦花火大会見学） 

和歌山中ＲＣ  8 月６日（金） → 8 月７日（土） 

18：30～ 「Ｄｅｓａｆｉｎａｄ」 

（デサフィナード）納涼家族例会 

（神前理恵ジャズコンサート） 

和歌山北ＲＣ 8 月９日（月） → 8 月９日（月） 

19:00～ ホテルアバローム紀の国 

ツインバード    

○休会のお知らせ 

海南西ＲＣ   7 月 29 日（木） 8 月 12 日（木） 

和歌山ＲＣ   8 月 10 日（火） 

粉河ＲＣ    8 月 11 日（水） 

新宮ＲＣ    8 月 11 日（水） 

和歌山東南ＲＣ 8 月 11 日（水） 

和歌山東ＲＣ  8 月 12 日（木） 

岩出ＲＣ    8 月 12 日（木） 

有田ＲＣ    8 月 12 日（木） 

那智勝浦ＲＣ  8 月 12 日（木） 

和歌山南ＲＣ  8 月 13 日（金） 

和歌山中ＲＣ  8 月 13 日（金） 

和歌山北ＲＣ  8 月 16 日（月）   

○８月のロータリーレート 

  １＄＝８８円 

 

８．委員会報告 

○野球部の会合        監督 岩井 克次 君 

 野球部の皆さんは、例会終了後に居残りください。 

 
９．ガバナースピーチ   

「ガバナーアドレス」 
地区ガバナー 米田 眞理子 様 

公式訪問に参らせて

戴き、このように卓話

をさせていただけるの

は、クラブ皆様のロー

タリアンの友情に支え

られてのことと感謝申

し上げます。私が国際

協議会で直接ＲＩ会長

エレクトから拝聴した

新年度のテーマを説明

させていただき、それ

に基づいて次年度2640
地区の活動方針を説明させていただきます。このガバ

ナーアドレスを通して、皆様には地区活動に関する深

い理解と献身的な努力をお願い申し上げ、クラブがよ

り大きく、豊かに、大胆に発展されることを心より願

っております。 
２０１０年国際協議会が、１月１８日午後５時から

の開会本会議で始まりました。さて、開会本会議のハ

イライトは、新年度の国際ロータリー(RI)テーマの発

表です。レイ・クリンギンスミス RI 会長エレクトは、

新年度のテーマを決めるに当たり、過去のテーマをす

べて見直し、さまざま

な角度から分析して、

「その過程で、ほとん

どのテーマはロータ

リアンだけに呼びか

けていて、ロータリア

ン以外の人にロータ

リーとは何かを説明

するテーマはほとん

どないことに気がつ

きました」と述べまし

た。そこで彼は、「ロ

ータリアン以外にロ

ータリーの目的を説明すること」「ロータリアンに自

分たちの活動の意義を再認識してもらうこと」を念頭

に四大奉仕部門を再検討したことを紹介しました。そ

の上で、海外と地元地域の両方で活躍するロータリア

ンのユニークな存在をどのように表せばよいのかと

いうことを考えたことを伝えました。 
「情熱、独創性、寛大さを的確に表す言葉を私は探

しました。ロータリーはクラブの連合体であると同時

に、奉仕の精神から成り立っていること、そして私た

ちは中核となる価値観、奉仕、親睦、多様性、高潔性、

リーダーシップ、ということを忘れてはいけません。

それが私たちの組織の神髄です。いろいろな言葉を考

え、選んだのは、ロータリーの今の使命として一番い

いもの、『地域を育み、大陸をつなぐ』というテーマ

です」と、新年度のテーマを発表しました。テーマが

発表されると、会場からは拍手が起こりました。 
クリンギンスミス RI 会長は、「思慮と熱意のある

少数の人々に世界を変えることはできます。そのよう

な少数の人間が、世界を変える唯一の方法なのだから。

これからも良い世界へと私たちは努力します。このよ

うな不況下にあっても私たちはできるのです。私たち

は、『地域を育み、大陸をつなぐ』ことに、専念する

ことです」と結びました。 
RI 会長エレクト重点事項 
①平和と紛争予防・紛争解決 
草の根の平和活動の充実 地元リーダーを対象と

した紛争の予防・仲裁に関する研修 紛争影響下にあ

る地域における長期的な平和構築活動の支援 紛争

の影響を受けている社会弱者の援助 平和と紛争予

防/紛争解決に関する研究の支援 
②疾病予防と治療 
地元医療従事者の対応能力の改善、HIV エイズ/マ

ラリアその他の疾病の蔓延防止 地元地域社会の医

療設備の充実、主な疾病の蔓延予防を目的とした地域

社会の教育と動員 
③水と衛生問題 
安全な飲み水と基本的な衛生設備を地域社会の

人々が公平に利用できるようにする。持続可能な水と

衛生システムを開発し、これを維持していく地域社会

の能力の向上、安全な水、公衆衛生、衛生管理に関す

る地域社会の人々の教育、水と衛生設備に関する研究

の支援 



④母子の健康 
5 歳未満の子供の死亡率の削減、妊婦死亡率の削減、

母子のための基本的医療サービスと研修を受けた医

療従事者の利用の改善、母子の健康に関連する研究の

支援 
⑤基本教育と識字率向上 
子供たちが質の高い教育を受けられるように支援

すること。教育における性別格差の減少、成人の識字

率の向上、基本的教育と識字率向上を支援する地域社

会の能力の向上、基本的教育と識字率向上に関連する

研究の支援 
⑥経済と地域社会の発展 
地域社会における、地元企業家や地域社会のリーダ

ー(特に女性)の育成強化 特に若者のために、相応か

つ生産性の高い職に就くための雇用機会の開発、経済

的発展を支援するために、地元団体や地域社会ネット

ワークの能力開発 経済と地域社会の発展に関連す

る研究の支援 
国際ロータリー第 2640 地区 
地区方針｢今を大事に行

動し、ロータリーの未来を

築こう」アーサー・フレデ

ィック・シェルドンによる

と、「経済学とは奉仕学の

ことに他ならない、すなわ

ち奉仕に徹するものに最

大の利益あり。広い意味に

おいて人生の成功は、単なる幸運や偶然のお陰による

ものではなく、自然の法、すなわち精神的・倫理的・

身体的および高次の精神的法の支配に服するもので

ある。これらの法のすべての命ずるところに従って行

動を行えば、市場の成功をかち得ること必定である。

天地の理法は、森羅万象の背後に普遍的理想があると

の認識の深まりであり、人類連帯の自覚。万物帰一、

本来人類皆同胞の自覚のことであり、この次元に立て

ば企業の立場であると否とにかかわらず、奉仕に徹す

るものに最大の利益有ということの本体を会得する

ことが出来る。（1911 年ポーランド大会から）アーサ

ー・F・シェルドンは 1908 年シカゴロータリークラ

ブに入会。ロータリークラブが対社会的意義を探求し

始めて以来最初にしてもっとも根本的にもっとも優

れた根本理論探求者であるといわれている。彼はロー

タリー運動の中心に[奉仕哲学]が存在することを論

証しその理論構造を哲学的認識論の中で体系的に位

置づけることに成功した。人間が社会に対応していく

には社会に対して有用性がなくてはならない。自然的

法則を人間関係に適応したのが[奉仕の原理]である

から自然的法則を侵害するものは自ら破滅に陥るで

あろう」と述べています。 
今、この一瞬を大切に、我利我執を忘れて行動し、

会員一人一人が少しでもロータリーの未来に向かっ

て行動しながら進み、奉仕の理想にさらに近づくこと

を 2010－2011 年度の地区方針といたします。 
ロータリーが誕生したとき、ポール・ハリスはその

発展と存続のために、社会に対する貢献（シカゴ市民

に対する）という一項を入れた。そしてそのことが

105 年を経た今も 120 万人も会員を有する世界最大

の奉仕団体となる礎になったことは誰もが否定しな

い事実であります。 
ロータリーの原点である親睦と奉仕という二本柱

について考えるとロータリアンたるもののなすべき

ことはただ一つ、それは積極的に行動を行う、行動す

るロータリアン Active Rotarian たれ。 
先ず 1 番目 個人的な活動においては自己の企業

または専門職業においてロータリーの基本理念であ

る崇高な職業倫理と多方面の奉仕を自薦しなければ

なりません。ロータリアンが倫理訓に記されたロータ

リーの諸原則を単に語るだけでなくどこまで実践す

るかにかかっています。会員はロータリーのバッチを

着け、これを信用と奉仕の象徴にしなければなりませ

ん。 
2 番目 クラブの活動においては、クラブがどのよ

うな価値を持つかはクラブの会合に積極的に参加す

るかどうかの行動にかかっています。クラブの会合で

提起される問題について積極的に取り組み、そして自

分の企業または専門職業について語る機会を与えね

ばなりません。 
3 番目 自己の職業分野において高度な倫理基準

と奉仕の理念の徹底を行うこと。 
最後にロータリアンはその地域社会において積極

的な行動を取らねばならない。 
さてロータリー通解でガイ・ガンディカーは【親睦】

についてはロータリー運動そのものではなく、ロータ

リーという植物が根をはり成長するための最上の土

壌であると言っています。私たちは親睦と親睦活動を

混同していることが多いのです。親睦会やゴルフ会に

参加することは親睦活動に参加することでロータリ

ーの親睦とは違った次元であります。 
親睦はロータリー運動を成立させる必要条件であ

りますが親睦活動はクラブ奉仕に属する分野にあり

ます。 
ロータリーにおける親睦 友愛 友情は奉仕の心

を作り出すための例会における諸活動であり、例会の

場で職業上の情報交換を通して分かち合いの心友情

を育み、人生道場により奉仕の心を育むのであります。 
例会におけるすべての活動の前提条件になるのが

親睦であります。例会で学んだことを奉仕活動として

実践する場が職場地域社会・国際社会であり、この親

睦を深める最適の場所が毎週一回の例会の場であり

ます。ロータリー運動においてロータリアン同士の友

愛の心に裏打ちされたすべての行動を【親睦】と呼ぶ

べきだと考えます。 
友愛の心が育まれた例会を通して、ロータリアンが

お互いに切磋琢磨し、自己研鑽に努めることで、ロー

タリーの言う「親睦」が尚一層深まり、奉仕の心が高

まり、行動になっていくのです。 
米山梅吉氏は【ロータリーの例会は人生道場】【お

互い切磋琢磨して自己研鑽に励む貴重な修練の場】と

いってるのを皆様は何回と無く聞いておられると思

いますが、まさにこのとおりであります。会社の運営



は限られた時間の中でいかに有益な情報を効果的に

提供するかを考えるし、その行動を起こします。クラ

ブの指導者の責務は会員に感動を与え、向上心を満足

させ、ロータリーに入ってよかったと言う機会を持っ

ていただくことにあります。 
会長の時間・各種の報告、卓話、それぞれがロータ

リー運動の高潔な感動を与える内容であってこそ例

会の意義があります。例会で学んだ奉仕の理想を職

場・地域社会に自薦することがロータリーの会員たる

大きな役割であります。 
このようなロータリーの本質を正しく理解しない

まま、例会を単なる食事会と錯覚し、これをロータリ

ーライフと称する誤解が、会員減少に繋がっているの

ではと考えます。例会の場で分かち合いの心・友愛の

心を育くみ、自己研鑽を計り、その結果生まれた奉仕

の心が【入りて学び】であり、例会で学んだことをコ

ミュニティで行動実践するのが【出でて奉仕せよ】で

あります。 
今を大事に行動し、そして私たちの次の世代にも引

き継がれる素晴らしいロータリースピリッツを未来

に残していこうではありませんか？ 
地区キーワード 
「育もう、友愛の心」村上有司ガバナーが提唱され

た 2009－2010 年度「縁づくり」によって培われたロ

ータリーの縁による友愛の心を 2010－2011 年度は

育み、会員が友愛の心をもってロータリーの未来を目

指し、国際ロータリーに広がる人類皆同胞の心を育て、

奉仕の理想を五大奉仕部門で実践する。 
地区目標 
①組織活動を基本とした効果的な活動の実践につい

て、2002-2003 年より採用した DLP（地区リーダ

ーシップ・プラン）はクラブへの支援を、より迅速

かつ適切に行い地区とクラブの充実を目的として

導入しました。この DLP、CLP の機能面を再確認

して地区とクラブの距離を近くして組織の効果的

な活動を実践します。 
②ストップザ会員減少 １名の純増について 

2640 地区の会員数は 1997 年の 3,877 名を最高の

会員数として、それ以降より毎年減少しております。  
2010 年６月末は 2,223 名の 10 名減会員数でした。

現在日本の社会、経済状況では大変難しい事ですが、

この会員減少傾向を地区とクラブが一体となって

会員減少傾向から純増１名会員増強に努力をお願

いします。 ③ロータリーの綱領について    ロー

タリーの目的でもある綱領をロータリアン一人ひ

とりが内容を理解して確認の為にクラブの例会、並

びに地区のセミナー等において参加者全員で唱和

します。 
④クラブを超えたリーダーの育成について 
ロータリアンの知識を啓発すると共にロータリー

クラブ内に将来の指導者育成を目的として地区研

修委員会で取り組み、またクラブへの啓蒙活動もお

こないます。  次年度地区大会を年度前半 11 月 6
日 7 日に開催、11 月 6 日には RI 研修リーダー中村

靖治氏（2770PDG）による地区指導者育成セミナ

ーを開催いたします。後半に 1 月 2 月 3 月に

2640RLI を 3 回開催します。登録者は各クラブ会

長の推薦でお願いします。 
⑤危機管理委員会ついて 
派遣並びに受入留学生の安全管理に委員長・平原

PDG 奉仕プロジェクトカウンセラー、新世代部門

各委員長・女性地区委員ならびにガバナー補佐・部

外から２名･弁護士・婦人科医を選任して、危機管

理委員会を 7 月 1 日から新メンバーで発足。（地区

組織表をご覧ください。）諮問委員会にて規約を一

部改定･任期を 1 年にいたしました。 
⑥地区委員会の運営についてについて 
各委員会においては効果的な運営を基本としてお

り、委員の出席向上を徹底いたします。また部門セ

ミナー、研修会等の開催においても内容の充実と充

分な準備により、効率的な運営を目指すと共にガバ

ナー事務所経費合理化により地区委員会予算を仕

分け後、増加させ、また参加費等は低価格にして、

クラブの負担を少なくするよう努力します。 
⑦ガバナー補佐について 

2002－2003 年 2640 地区が 2002 年 7 月 1 日をも

って有効なる DLP を採択いたしました。それにつ

いて 2009 年 7 月 1 日から有効の「ガバナー補佐に

ついての追補」がなされましたので 2010 年 7 月

1 日から施行いたします。 
⑧具体的目標について 
◆クラブ数 72（◆出席率向上 90％台） ◆会

員数 クラブ毎にクラブに見合った会員増強目標設

定 ◆ロータリー財団寄付  ・目標額：1 人当たり２

００ドル【特別寄付 50 ドル廃止】ロータリー財団の

有為なプログラムのためにレベルを落とさないよう

皆様にご協力をお願いいたします。ポリオ･プラス寄

付３０ドルについて,当地区はチャレンジ追加分を完

了しております。寄付はいつでも受け付けております。

ベネファクター：1 クラブ当たり 1 名（50 人以上 2
名） ◆米山記念奨学会寄付 ・１人当たり 20,000 円

(普通寄付 6,000 円を含む)普通寄付金の必要性は「豆

辞典」の 9 ページをご参照ください。 
★地区大会について  

開催場所   2010 年１１月６日  
全日空ゲートタワーホテル大阪 

2010 年１１月７日  
堺市泉ヶ丘ビッグ・アイ 

国際障害者交流センター（愛称ビッグ・アイ）は、

自立、参加、そして交流…新し

い時代のノーマライゼーション

のために「国連・障害者の十年」

を記念して、全国の障害者の「完

全参加と平等」の実現を図るシ

ンボル的な意味を持つ施設とし

て、厚生労働省が整備しました。 
★ゴルフ大会  2010 年 10 月 18 日（月）天野山 CC 

36 ホール（大阪、堺市にある、関西一の規模を誇る

ゴルフ場）大阪府堺市南区別所 1549-46 企画を工夫

して友愛を育む懇親会開催 4 コース同時スタート



で多数のご参加を御待ちしています。 
★月信について 印刷物は郵送いたしません。Web
月信でホームページに掲載、クラブ会長幹事殿宛に私

信書簡としてガバナーメッセージをメール配信で各

クラブ事務局に毎月送信させていただきます。ガバナ

ーメッセージの活用については会長･幹事殿にお任せ

します。http://www.rid2640g.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1625 回例会  22 年 8 月 2 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 19：00～ 

  夜間例会 お誕生日、結婚御祝い 
 

 
 

 

谷脇 良樹君  米田ガバナーようこそお出でくださ

いました。 
平尾 寧章君  米田ガバナー、楠代表幹事、塩路ガ

バナー補佐様、暑いところご苦労さ

まです。35 周年記念の帽子ありがと

う！高速道路で渋滞しました。 
上野山 雅也君 米田ガバナー、楠代表幹事、塩路ガ

バナー補佐様、ようこそ、いらしゃ

いました。 
三木 正博君    〃 
岸  友子君  先週、監査報告とクラブ協議会へ出

席することが出来ず、申し訳ござい

ませんでした。 
 
 
 
 
 
ロータリアンを狙った詐欺メール 
ロータリアンを狙った詐欺メールが届いたという報

告が、引き続き国際ロータリーに寄せられています。 
このような詐欺メールの一例として、受信者が懸賞に

当たったと偽り、連絡先等の個人情報を求めるものが

あります。出回っているメールには、このほかに、亡

くなったロータリアンが人道的活動のために受信者

に寄付を遺したという内容のものもあります。遺言執

行者を装ったこの手のメールでは、遺産受け取りのた

め、受信者の個人情報（パスポートや運転免許証のコ

ピーなど）を提供するよう求めてきます。 
RI は、E メールで寄付を懇請したり、個人情報の更

新を E メールやそのほかの電子手段でお願いするこ

とはありません。このような詐欺メールの被害に遭わ

ないよう、疑いのある E メールはすぐに削除するこ

とを、RI ではロータリアンの皆さまにお勧めしてい

ます。 
 

クラブ役員のためのリソース 
国際ロータリーでは、クラブ役員がその役割と責務

をより良く理解し、クラブを目標達成へと導いていく

ための、多くのリソースを用意しています。効果的な

ロータリークラブの特徴は、以下の通りです。 
・会員基盤を維持、拡大する 
・地元および海外の地域謝意のニーズに取り組む奉 
仕プロジェクトを実施し、成功させる 
・財政面およびプログラムへの参加を通じてロータ 
リー財団を支援する 
・クラブの枠を超えてロータリーで奉仕できる指導 
者を育成する 
クラブ会長 クラブ会長要覧：会長の役割と責務につ

いての詳細を説明し、地区協議会や会長エレクト研修

セミナーに備えるための討議事項を記した次期会長

のための重要な資料です。クラブ・リーダーシップ・

プラン： ロータリークラブの推奨されている管理構

成を、効果的なロータリークラブのベストプラクティ

ス（最善の実践方法）に基づいて説明する小冊子です。

クラブ会長のための月間チェックリスト：全ロータリ

ークラブに該当する活動および締切日の毎月の確認

に使用します。毎年更新され、RI クラブ・地区支援

担当職員 から送付されます。テーマと会長賞：会長

賞プログラムを概説するパンフレットです。長期計画

立案の手引き：クラブが長期的な展望を描き、目標を

設定するための枠組みを提供する便利な資料です。 
クラブ幹事 クラブ幹事要覧：RI の方針と、クラブ

幹事の責務について説明するものです。 
クラブ会計 クラブ会計要覧：RI の方針と、クラブ

会計の責務について説明するものです。   
すべてのクラブ指導者 
ロータリー財団への寄付・送金明細書：ロータリー

財団への全寄付および寄付者認証の要請の際に添付

する書式です。 
指導者育成 プログラムを始めるための手引き：指

導者育成プログラムを立ち上げるための指針とリソ

ースが紹介されています。RI カタログ：毎年改訂さ

れる RI 出版物、視聴覚資料、書式、用紙類の一覧表

です。冊子またはオンライン（shop.rotary.org ）で

用意されています。RI 視聴覚イメージのための手引

き：ロータリーの出版物のデザイン全般に関する標準

参考資料です。この手引きには、ロータリーの徽章の

正しい使用法の説明、ロータリーの公式色、効果的な

広報、ページのデザイン、印刷の体裁、グラフィック

ス、写真などの情報が記されています。 



会員アクセス：ロータリアンが、ロータリー財団へ

の寄付、RI からの E メールの受信登録、会合への登

録、管理運営ソフトのダウンロードを行えるほか、会

員の恩典を利用することもできます。パスワードによ

って保護されており、会員のみが使用できます。クラ

ブ会長、幹事、会計は、このほかのクラブの記録や報

告も閲覧することができます。 

会員増強推進用手引き：クラブの会員候補者および

新会員のための情報プログラムを担当するクラブ役

員を支援するための資料です。内容は、「新会員のた

めのオリエンテーション：クラブの手引き（417-JA）」、

「会員増強推進用手引き（417-JA）」、「RI カタログ

（019-JA）」です。 

 

「Rotary Leader」をお見逃しなく 
 

RI 会長：大きなスケールで考え、ベストプラクテ

ィスを模索し、新しいアイデアを取り入れる 2010-11

年度を迎え、「地域を育み、大陸をつなぐ」のテーマ

の下、より充実し、誰もが楽しめるロータリーとする

ための方法を、レイ・クリンギンスミス RI 会長は次

のように考えています。クリンギンスミス会長は、あ

らゆるレベルのロータリー指導者に、大きなスケール

で考えるよう、呼びかけています。「クラブにおいて

ロータリアンが誇りとする主要なプロジェクトに目

を向けてみてください。それらのプロジェクトが地域

社会で注目されるようになれば、人々はロータリーに

関心を向けるようになり、入会も考えるようになるで

しょう。このようなサイクルをつくりあげることによ

って、クラブはより大きく、豊かで、大胆なものにな

ります」またすべてのロータリアンが、何が効果的で

あるかを踏まえた上でベストプラクティスを模索す

るべきである、ともクリンギンスミス会長は話します。

「ベストプラクティスであるか単なる従来の方式で

あるかを見極めるために、私たちの行うことすべてに

ついて視点を変えて考え、新しいアイデアを生み出す

環境をつくっていきたいと考えています。既に最善の

方式を使っているのであれば、私はそれを変えようと

は思いません。しかし、もっとよい方法があるのであ

れば、新しいやり方を始める必要があります」クリン

ギンスミス会長が既に始めている新しい活動がロー

タリー・コーディネーター（RC）プログラムです。RI 

長期計画の3つの優先事項に沿った使命の下、RCは、

それぞれのゾーンのRI理

事を支援し、ロータリー

を効果的に運営していく

ために、ロータリー財団

地域コーディネーターと

密接に活動していきます

（「専門家に聞く」を参

照）。 

クリンギンスミス会長

は、新しいアイデアは地

元レベルでも生まれる、

と主張します。「クラブと地区は、自分たちのやり方

に目を向け、自分たちにとって効果のある方法を実行

することで新しいアイデアを自ら生み出すことがで

きます。国際ロータリーとクラブは相互的な関係にあ

ります。一方なしに、もう一方が存在することはでき

ません」クリンギンスミス会長にとって成功は、ロー

タリーの指導者全員が、それぞれの役割と協力方法を

クラブレベルから理解することにかかっています。 

「ロータリーを実際に運営しているのはクラブ会長

です。彼らが望むように活動を進められるよう、支援

していきたいと考えています」とクリンギンスミス会

長。「また、彼らの貢献に感謝すると同時に、彼らの

仕事を助けていくためにも自らの経験を基にどのよ

うなアイデアでも提供していくつもりです」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報・ＩＴ委員会    委員長：吉野 稔  副委員長：木地義和  委員：土井元司 楠部賢計  阪口洋一 上田善計


