
 
 
 
 
 
 
 

第 1643 回例会  

平成 23 年 1 月 17 日(木) 
12：30～ 海南商工会議所 ４F 

    会員卓話 会員増強副委員長 那須 正志君 
 

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 66 名 出席者数 46 名 

  出席率 69.70％ 前回修正出席率 86.36％ 

 

４．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん、こんにちは。

新春夫婦例会も盛会裏

に開催することが出来

ました。親睦活動委員長

をはじめ、委員の皆さん、

ご苦労様でした。 
さて、皆さんに地区か

らアンケートが届いて

いると思いますが、返信

は原則として、各自で判

断いただきますが、保留していただいても差し支えあ

りません。参考までに現在の地区でおこっている、問

題点について、私見もいくらか入りますが、ご報告い

たします。 
・地区ガバナーエレクトの件 

発端は、4 月の指名委員会の決定について、ガバ

ナーは、ガバナーエレクトの経歴から容認できない。 
ちなみに、ガバナーは、以前に代表幹事も解任して

いる。 
・ガバナーエレクトのホストクラブの和歌山北クラブ

の立場（クラブの存立と意地）とエレクト事務所の

運営 
地区資金の件（メール合戦のはじまり）、怪文書 
11／23 地区会長会 

・アンケートの件 
質問があれば、平尾 PG にお願いします。 

1 月 17 日は、16 年前の阪神淡路大震災の日です。

この震災を忘れることなく、教訓として、日頃から災

害について備えておく必要があります。 

 
５．幹事報告        幹事 上野山 雅也君 
○例会臨時変更のお知らせ 

 那智勝浦ＲＣ 

1 月 20 日（木）→1月 23 日（日）18：30～ 

ホテル なぎさや 

新入会員歓迎会及び家族親睦新年会 

 

６．委員会報告 

○国際大会のご案内       山畑弥生委員長 

早く予約したいと思います。参

加していただける方は、お早めに

ご連絡をお願いします。 

○平尾パストガバナー 

年末のアンケートについて。会

員個人に送られてきましたが、Ｒ

Ｉの親書に基づいて、地区より送ったものでありませ

んので、返信はする必要はないと思います。林エレク

トは正式にＲＩに認められており、ＲＩ会長より国際

協議会への招待状も来ています。「ＲＩ親書に基づい

て、会員皆様のご意見を地区レベルでまとめるべく調

査させていただきたく存じます」とありますが、ＲＩ

が、この様な調査を依頼するはずがありません。ＲＩ

の名を借用して、自らを正当化する虚偽行為と思われ

ます。もし、そうでないというのであれば、“ＲＩの

親書”なるものを全文開示してほしいと考えます。も

し、それが出来ないというのなら、虚言を弄している

ものと判断します。 

 

７．会員卓話 

会員増強について 会員増強副委員長 那須 正志君 

 ロータリアンは、地域社会

で積極的な役割を果たしな

がら、個人生活や職業生活の

向上に努めています。 

 ロータリークラブには、ク

ラブが奉仕する地域社会の

事業や専門職務の多様なリ

ーダーが会員として所属し

ています。しかし、会員の高

齢化、病気など様々な理由で

会員は減少しています。 
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 当クラブでは、先輩方の努力で、これまで多くの入

会者を勧誘し、７０名前後の規模を維持してきていま

すが、引き続き、増強が必要です。既にご承知のこと

と思いますが、新しいか会員が入ることはクラブにと

って、次の効果が得られると思います。是非、皆さん

のご協力をお願いします。 

１．新しいロータリアンは、クラブに斬新なアイデア、

新しい活動分野をもたらし、クラブの活力を増し

ます。常に活性化が必要です。 
２．知り合いが広がり、奉仕の力が高まります。 
３．ロータリー財団プログラム参加者が増え、ロータ

リーの使命を推進することができます。 
４．新会員は、将来のロータリー指導者であるばかり

でなく、クラブやロータリーの長期的存続につな

がります。 
過去、日本では、会員数約１３万人が最高ですが、

１９９７年頃より減少を続けています。 
その理由としては、次のようなことが考えられます。 
・仕事が前より厳しく、多忙になり例会に出席でな

いこと 
・健康上や高齢化の理由により例会に規則正しく出

席できないこと。 
・家族の介護や家庭の事情のため例会に出席するの

が無理になったこと。 
・会員同士の親睦の欠如。 
・クラブ例会の魅力の低下。 
・奉仕プロジェクトやプログラムに興味を感じない

こと。 
・会費その他の経費を負担と感じること。 

 私自身もまだ、新しい会員であまり解っていません

が、皆さんのご協力によって、一人でも多くの会員が

入ってもらえるよう頑張りますので、よろしくお願い

します。 
 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 
  第 1644 回例会  平成 23 年 1 月 24 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12:30～ 

会員卓話 ＩＤＭの発表 
 

 
 
 
林 孝次郎君  お参りいただき、ありがとうござい

ました。 
柳生 享男君  新春夫婦例会で皆様、ありがとうご

ざいました。 
中尾 享平君  特にありませんが・・・・。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ジョン・ヒューコ氏を次期事務総長に選出 

 
国際ロータリーは、民間

部門と公共部門の両方で幅

広い国際経験を有する弁護

士、ジョン・ヒューコ氏を、

次期事務総長に選出しまし

た。 
ヒューコ氏は、2011 年 7

月 1 日に事務総長に就任し、

国際ロータリーとロータリ

ー財団の 600 名以上の職員

を管理することになります。

イリノイ州エバンストンに本部を持ち、世界 7 カ国に

支部を有する国際ロータリーは、200 以上の国と地域

で活動する 33,000 以上のロータリークラブをサポー

トしています。全世界のロータリークラブの会員総数

は 120 万人に及びます。また、ロータリー財団は、

世界中で行われているさまざまな教育的プログラム

や人道奉仕プロジェクトに、年間 1 億 8 千万ドル（150
億円超）を投入しています。 
ヒューコ氏は、国際的な法律事務所ベーカー・アン

ド・マッケンジーの元パートナー、および世界最貧国

への対外援助を行うために 2004 年に設立された米国

政府機関、ミレニアム・チャレンジ公社の副社長とし

て活躍しました。創立 106 年の歴史を誇るロータリ

ーは、「母子の健康」「水と衛生」「疾病予防と治療」

「基本的教育と識字率向上」「経済と地域社会の発展」

「平和と紛争予防・紛争解決」といった分野に焦点を

当てた新しい長期計画を打ち立てたばかりであり、こ

の計画がヒューコ氏の指揮下で実行に移されていく

ことになります。また、ロータリーが最優先して取り

組んできた 25 年に及ぶポリオ（小児麻痺）撲滅運動

においても、同氏の任期中に撲滅が実現される可能性

があります。これまでの撲滅活動によって、世界での

ポリオ感染者数は25年前と比べて99％以上減少して

います。 
ヒューコ氏はまた、共通の人道的目標に向けたリソ

ースを最大限にするため、ロータリーの世界的な可視

性を高めながら、世界中の政府や企業のリーダーと協

力して新たな戦略的パートナーシップを築いていく

ことになります。さらに、既にロータリーと協力関係

にあるビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団、世界保

健機関、米国国際開発庁などとの関係を、さらに拡大

し、強めていきます。 
ロータリーのトップとなる事務総長の職には、さま

ざまな分野から 440 人の候補者が上がり、その中か

ら選ばれました。ヒューコ氏は、10 年にわたってこ

の職を務めてきたエド・フタ現事務総長の後任となり

ます。 
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