
 
 
 
 
 
 
 

第 1627 回例会  

平成 22 年 8 月 23 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  「それでこそロータリー」 

３．ビジター紹介 

林 修彗 様(台湾・台北龍山 RC) 

呉 志賢 様(台湾・台北龍山 RC) 

４．出席報告 

会員総数 68 名 出席者数 45 名 

  出席率 66.18％ 前回修正出席率 73.53％ 

 

５．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹 君 

みなさん、こんに

ちは。暑い日が続き

ます。もうすぐ秋だ

というのにまだまだ

残暑が厳しいようで

す。今日は、台湾か

ら、お二人のビジタ

ーがお見えになりま

した。ようこそお越

しくださいました。 

21 日の土曜日に第

１回の研修懇談会を

研修委員会、情報委員会の皆さんのお骨折りで開催す

ることが出来ました。ご出席のみなさん、ご苦労様で

した。 

また、同日、地区の新世代委員会に吉川さんが出席

してくれました。ご苦労様です。 

ロータリーの友、８月号のロータリーアットワーク

文章編で３つの記事が掲載されています。100 年の森

林などです。是非、ご一読ください。ロータリーアッ

トワークは、アイディアを提供してくれる宝庫です。

これを参考に我々のクラブもいいことを取り入れて

いきたいと思います。会員増強に繫がると思います。 

私自身も最大限の努力をいたしますが、皆様方のご

協力によって、増強に今一度のお骨折りを宜しくお願

いします。 

 

６．幹事報告        幹事 上野山 雅也 君 
○メーキャップ   

８月１１日（水） 

貝塚コスモスＲＣ  寺下  卓君 

○例会臨時変更のお知らせ 

橋本紀ノ川ＲＣ 8 月 24 日（火）→ 8 月 24 日（火） 

19:00～ 富田林市「川田屋」 

 和歌山東ＲＣ  9 月 2 日（木）→ 9 月 6 日（月） 

18:30～ ホテルグランヴィア和歌山 6Ｆ 

（ガバナー公式訪問） 

 和歌山北ＲＣ  9 月 6 日（月）→ 9 月 6 日（月） 

18:30～ ホテルグランヴィア和歌山 6Ｆ 

（ガバナー公式訪問） 

 和歌山南ＲＣ  9 月 17 日（金）→ 9 月 16 日（木） 

18:30～ アバローム紀の国 

（ガバナー公式訪問） 

○９月のロータリーレート 

  １＄＝８６円 

 

７．会員卓話 

会員増強・退会防止、職業分類・選考委員会 

委員長 花畑 重靖 君 

会員増強 

 ロータリーの目的は、

ロータリー精神を体得

した人を一人でも多く

つくり、奉仕の理想を実

践して、住みよい社会を

築くことにあり、ロータ

リーその発展と存続を

願う限り、会員増強は永

遠に求められるテーマ

です。ロータリーの会員

増強は明確かつ継続的な会員増強計画をたて、積極的

に取り組む必要があります。そのためにクラブ職業分

類委員会と連携して、最新の職業分類表を作り、それ

から充填、未充填を吟味して、対応表を練り上げるこ

とは会員増強に不可欠な手段であり、会員増強に成功

するための方法として最も効果的です。例えばロータ

リーのローカルティー（地域）内の商工会議所、商工

会、法人会などの団体の構成メンバーを調べてみると
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そのクラブの職業分類表は比較的容易にできると思

います。 

 その職業分類表を活用して、地域社会と十分なコミ

ュニケーションを図りながら、ロータリーのプログラ

ム推進に確実に寄与していただけると思うような方

を出来るだけ多く迎える努力が必要です。その実践井

際し、各クラブは関係委員会と十分に協議して会員増

強の適切な方法を講じるとともに、新会員の入会時に

ロータリー情報委員会から、ロータリーのルール、特

典、義務などをよく話して、新会員がクラブに溶け込

み、馴染んでいく方法を考え、実践していくことが大

切です。その際「会員増強のためのグループを結成し、

新会員の推薦」は、以前から実践されてきた方法です。

また、ロータリー財団学友が正会員になれるようにな

り、そして、地域社会の活動に参加している人のロー

タリー入会も可能になりました。2007 年の規定審議

会の決定により、事業上の裁量権のない一般市民でも

社会奉仕活動（ＮＰＯ法人など）をしていればロータ

リー会員になることができるようになりました。 

 

職業分類 

ロータリークラブでは、正会員を、会員の所属する

事業、または会員自らが代表を務める事業や専門職務

で一般世間が有益と認める事業を職業で分類してい

ますが、地域社会内での奉仕活動に自ら参加すること

により、ロータリーの綱領への献身を示した人は、地

域社会の特定の社会奉仕活動のリーダーとして、職業

分類に新しく追加されます。 

現在は、クラブの所在地域内の職種の多様な変化に

対応するために、実際の会員身分の原則に従い職業分

類の修正を行い、職業分類の慣行を慎重に考慮しつつ

も、現代の事業、専門職務および社会奉仕の環境に合

わせるために必要な場合は、職業分類の拡大解釈を適

用することが求められています。その結果として幅広

い奉仕活動が可能になり、かつ専門職としての活動や

奉仕活動の成果を幅広く行き渡らせることが可能に

なりました。職業分類は、従前は 1業種 1名を原則と

していましたが、2001 年の規定審議会での決定によ

り、現在は 1 業種 5 名を原則とし、さらに会員数が

51 名以上のロータリークラブでは、全会員の 10％を

超えない範囲で（1業種 6名の正会員を受け入れるに

は、実際には、60 名の会員が必要です）、正会員とし

て迎え入れることができるように変更されました。1

業種 1名では、地域の職業の種類の分布状況によって

は、会員増強に限界があります。上記の変更により、

同一業種の会員候補者が沢山居る地域でも、会員増強

が比較的容易になり、地域社会への更なる貢献が期待

出来るようになりました。また、他クラブからの移籍

会員、職業分類として以前の職種を使用することにな

る職業から引退した正会員、再入会した元会員、ロー

タリー財団学友は、1業種 5名の枠の外になりますの

で、会員増強の可能性は、さらに高くなりました。ま

た、正会員が職業分類を変更した場合も、新しい職業

分類で会員身分を継続して保持できます。 

 

８.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1628 回例会  22 年 8 月 30 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

   新世代部門委員長会議報告 
 

 

 
 
谷脇 良樹君  研修談話会ご出席の皆様大変ご苦労

様でした 
深谷 政男君  ２１日、研修会にご参加頂きありが

とうございました。 
奥村 匡敏君  研修会で勉強させて頂きました。 
楠部 賢計君  研修会に参加、若い人達のロータリ

ーに対する関心の高さに驚きました。 
魚谷 幸司君  ８／２１、多くの先輩方にお世話に

なりました。 
花畑 重靖君  会員増強月間です。クラブフォーラ

ム開催に変って卓話させて頂きます。 
寺下  卓君  箕嶋君と昨日野球をしました。町内

のまつりのため研修会欠席しました。 
柳生 享男君  ありがとうございます！ 
上中 嗣郎君   〃 
 

 

 

 

 

 

国際ロータリー・ポリオプラスサミット 

ナイジェリア 

8月 2日現在のナ

イジェリアにおけ

るポリオ発症件数

は、2009 年の同時

点までの数に比べ

90 パーセント以上

減少しており、同国のポリオ撲滅活動が目覚しい進展

を遂げていることが分かります。また、活動関係者の

撲滅に対する意欲は、依然としてその高さを維持して

います。 

レイ・クリンギンスミス RI 会長とカール・ヴィル

ヘルム・ステンハマー財団管理委員長は、9 月 20-22

日にナイジェリアのアブジャで開かれる国際ロータ

リー・ポリオ・プラス・サミット・ナイジェリアに出

席し、同国における進展を称賛するほか、活動の完遂

に向け粉骨砕身の努力を続けるロータリアンと政府

高官に激励の言葉を贈ります。サミットの出席者には、

ナイジェリアのグットラック・エベレ・ジョナサン大

統領やその他の政府高官による講演に加え、9 月

18-20 日にアブジャで実施される予防接種活動に参

加する機会が予定されています。 

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


