
 
 
 
 
 
 
 

第 1740 回例会 

平成 25 年 3 月 25 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     「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介    米山奨学生  代 向斐 様 

４．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 37 名 

  出席率 69.81％ 前回修正出席率 71.70％ 

 

５．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

３月も終わりに近づき

ましたが、未だ寒い日が

続いています。それでも

桜の方は例年より開花が

早いようで、4月 1日の桜

見例会時は満開が期待で

きます。今のところＯＢ

の方は９名参加してくれ

るようです。 

先週、訪問してきました宮崎中央ＲＣとの交流に４

名の方（谷脇、小椋、柳生、中西）に、参加頂きまし

た、ご苦労さんでした、後ほど報告して頂きます。 

今日は、先日行われましたＩＤＭの発表をして頂く

日となっています。例会は毎週行われていますが、我

がクラブは比較的人数が多いため皆さんに発言して

頂く時間が少なく、今期の目標である全員参加という

わけにはいかず、どうしても一方通行になりがちです。 

２０人以下のクラブですと例会がＩＤＭのような形

となり風通しの良い、まとまりの良い雰囲気になって

いるようです。我がクラブでも、もっと全員の発言の

場を増やし意思疎通を図るためには、膝を突き合わせ

て話すには IDM は良い企画だと思いますので、５月に

もう１度ＩＤＭを行う予定をしています。前回は、年

齢順のグループでしたが、次回は年齢混合グループの

予定です。 

ロータリーの良いところは年齢や役職に関係なく、

「世の中を良くしよう」と云う志のあるメンバーの集

まりですから、気楽に建設的な意見を聞かせて頂き、

魅力あるクラブ造りに役立てたいと思います。 

６．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

 岩出ＲＣ    3 月 28 日（木）→3月 28 日（木） 

12:30～ 花見例会 貴志川 大池莊 

 和歌山東南ＲＣ 4 月 3 日（水）→4月 6日（土） 

18:30～ ホテル川久 

（創立 42 周年記念例会） 

○メールアドレスの変更のお知らせ 

 御坊南ＲＣ 

4/1 からＥ-mail：gobo-s@gobo-rc.jp 

○４月のロータリーレート 

 １＄＝９４円 

 

７．委員会報告 

○親睦活動委員会        委員長 千賀 知己 君 

 4月 7日の家族例会には多数のご参加をお願いしま

す。出欠のご返事をよろしく！ 

○国際奉仕委員会      副委員長 寺下 卓君 

 3 月 27 日に最後の中国語勉強会を開きます。米山

奨学生の代さんの送別会になります。よろしくお願い

します。 

 

８．Ｉ.Ｄ.Ｍ 報告 

○８組 千賀 知己君 

２月 21 日に美登利で開きまし

た。参加者は５名（中村、倉橋、

田中祥、山田、千賀）です。 

１）楽しい例会づくりについて  

現状のままで充分楽しい。 

２）例会出席の服装について  

仕事中の会員もいるので、正装と

は言わないが、ロータリアンとして弁えた服装をして

いればＯＫ。 

３）新入会員の例会時の席について  新入会員は何

処に座れば良いか解り辛いので、理事会で、席札を設

けてはどうでしょうか。 

４）増強・退会防止  増強・退会防止は難しい。特

に新入会員の退会はメンバーの輪に参加して頂く事

で防止が可能になると思います。 
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○７組 魚谷 幸司 君 

２月１５日に鹿児鳥屋で開きまし

た。参加者は４名（田岡、重光、角

谷、魚谷）です。 

１）楽しい例会づくりについて   

卓話の充実、新人の方々に声をかけ、

温かな雰胆気をつくる。 

２）例会出席の服装について  最低限のマナーが守

られた服装であればＯＫ。（あまり重たい雰囲気にし

ない） 

３）新人会員の例会時の席について  幹部が「本日

の席」を予め決めておく。とにかく話しかけ、孤立さ

せないことが重要です。 

４）増強・退会防止  増強は二のご時世難しい。最

初は、年会費を取らない。どんな形でも例会見てもら

う。先輩方々の退会には口を挟むごとにできない。ロ

ータリー活動で何らかの楽しみを見出してもらう。そ

のためには趣味の会などに参加してもらい、孤立する

ことのないようにする。 

○６組 中西 秀文 君 

２月９日に美登利で開きました。

参加者は３名（大江、寺下、中西）

です。 

１）楽しい例会づくりについて  

みんなが参加できる例会や卓話を

聞いて勉強する例会など目的をは

っきりさせて開くと良いのでは。 

２）例会出席の服装について  もう少しきっちりし

た服装にしてはどうか。 

３）新人会員の例会時の席について  会員の名前と

顔を覚えてもらうために席はできるだけ、変わったほ

うが良いと思う。 

４）増強・退会防止  退会防止に力を入れる。最低

でも現状維持。シルバー会員制度として、前から検討

している出席適用免除会員を対象にシルバー会員制

度として、各事情によって、例会の出席が 100％でき

ない人を半額会費にし、退会防止につなげる。全体的

に会費を下げては。 

５）その他  会員数が減ってきたため、Ｉ.Ｄ.Ｍの

組数を減らしてはどうか。 

○５組 上野山 雅也 君 

２月９日にうたげで開きました。

参加者は５名（中尾、横出、上野山、

那須、山畑）です。 

１）楽しい例会づくりについて  

今まで各年度の会長はじめ、理事、

役員の方が趣向を凝らし、一生懸命

に例会の運営をしていただいてい

るので、十分、楽しい例会になっていると思う。後は

個人の受け止め方である。 

２）例会出席の服装について  現状のままで、良し

とする。 

３）新人会員の例会時の席について  紹介者はたま

に隣の席について欲しい。他は本人の意思に任せ、全

会員が気づかい、フォローして行く。 

４）増強・退会防止  無理な増強はしない。何のた

めか？退会しないような雰囲気作りをする。 

５）その他  いつもＩ.Ｄ.Ｍになるとネガティブな

議題ばかりになる。もっとロータリーの良いところを

語り合うことも必要ではないか。例会の食事のことは、

言わないようにしましょう。 

○４組 桑添 剛 君 

２月 15 日、田中屋で行いました。

出席者は４人（土井、田中、上田、

桑添）でした。 

実は、私、昨日遅く中国出張から

帰って来まして、今日会社の机の土

に卓話報告のＦＡＸが流れてきて

いるのに気づきましたので、少々と

まどいましたが、メモもしていませんでしたし、思い

出しながら簡単に報告させて頂きます。 

１）楽しい例会づくりについて  別に今まで通りで

いいんじゃないかという意見だったと思います。 

２）例会の服装について  ガバナーとかそれに準ず

るような特別な人が来られる時にネクタイ着用ぐら

いでいいのではないかということでした。 

３）新人会員の席について  紹介者が１年間くらい

同席する位の気遣いをし、欠席が続いたら責任をもっ

てお誘いするようにしたらどうかということでした。 

４）増強と退会防止について  あまり無理して探す

ような増強の仕方はどうかと思う。それが早斯退会に

繋がりはしないか、むしろ、海南に３クラブも多すぎ

で、将来統合も視野に入れてもいいのではないかとい

う意見もありました。 

５）その他  今回は年齢順でしたが、いろいろな形

でのＩＤＭの回数を多くしたら、全体の親睦が深めら

れていいのではないか。 

大体これぐらいだったように思います。 

○３組  阪口 洋一 君 

２月１５日に美登利で行いまし

た。出席者は５名（山名、宮田貞三、

田村、木地、阪口）です。 

１）楽しい例会作りについて  例

会では先輩は後輩に気を使い、後輩

は先輩を大事にすることが必要で

ある。このことは以前（10 年以上前）

には通常に行われていた事ことです。理事役員は出席

している会員に気を使って対応するようにする必要

がある。 要するに、例会で会員同志の対話が少なく

なってきているということです。これを改善しなけれ

ばならない。 

２）例会出席の服装について  私服、今までどおり

で良いか。見苦しくない服装であれば、私服での例会

出席は問題ないという意見が多かったです。作業服は

職業人の制服ですから勿論結構です。ただ、自由にと

言うことで、あまりタガを緩めるのは良くない。夜間

例会くらいはネクタイ着用してはどうか。新しく入会

された会員の方には、服装についてもお伝えする必要

がある。 

３）新入会員の例会時の席について  新入会員の方



には、ゲスト席の近くに座って頂いて、先輩がお相手

していろいろお話をされるのがよいのではないか。 

４）増強・開会防止について  会員増強は若い会員

の方も積極的に勧誘活動をお願いしたい。無理して増

強しなくても良いのではないか。こじんまりしたクラ

ブはそれなりに良い点もあり、やっていけるものだ。 

５）その他  ロータリーファミリーで、奥様だけを

対象にした食事会を開催して奥様同志の親睦をはか

る。この席には、会長、副会長、幹事が出席して接待

する。新春夫婦例会、家族例会には必ず奥様同伴で出

席していただきたい。 

○２組 浅井 修 君 

２月 19 日に美登利で開きました。

参加者は６名。 

１）楽しい例会づくりについて  

皆の顔が見られるような席の配列

を考える。丸テーブルが理想、又は

コの字型。三役席が固定され、一方

通行になっている。たまには変えて

みては。座席の移動（指定席）を１０回に１度くらい

やってみては。（谷脇年度に実施） 

２）例会出席の服装について  乱れが気になる。現

状ではゲストに失礼。仕事場から直行する人もあり、

厳しくすると出席率がダウンするかも知れないが、せ

めて、ブレザー位は着用したら良いと思う。 

３）新人会員の例会時の席について  専用テーブル

をつくり、ベテラン会員や親睦委員がサポートする。 

４）増強・退会防止  会費が高すぎる。値下げを検

討し、入会しやすくしてはどうか。 

５）その他  名札の利用を再確認しては。新入会員

に名前を覚えてもらう。受付で取っていない人がいる。

胸に着けるなり、テーブルに置くように。ＩＤＭは少

人数で膝をまじえてホンネで話し合えるので、回数を

増やして欲しい。 

○１組 楠部 賢計 君 

 ２月８日に「うたげ」で開きま

した。出席者は６名（宮田敬、塩

崎、吉田、奥村、花田、楠部）。議

題に入る前に会議の雰囲気などを

説明し、先ず、宮田リーダーから

一言あり、乾杯。このメンバーは

平均７７才、462 才の老人クラブ。

酒の力でも借りて徐々に盛り上げて行こうと思った

矢先、一寸調べたんですが、「楽しい定義とは」４つ

あると一番の議題に入って来ました。 

 ３８年前のＩＤＭは炉端会合（ファイヤサイド・ミ

ーティング）と言われていたんですが、その頃から経

験を積み重ねてきているベテラン達です。トータル１

５０分間の長丁場もロータリー以外は知らんのかと

言いたいぐらい。酒を飲むのを惜しんで喋るものやか

ら、追加料金一人 640 円安上がりでした。千円集めて

（360 円 X6 名）2,160 円はニコニコへ入ります。 だ

んだん盛り上がり終わるのに未練ありましたが、二次

会の時刻が来たので蛍の光となりました。 

１）楽しい例会づくり  先ほど言いました楽しい定

義の四つは①没入性－夢中になる②挑戦性－物事に

挑戦する③連帯性－互いに関係を持ち合う、共同責任 

④非日常性－経験したことのない出来事。人間の価値

観は同一でないから、人それぞれ楽しいと感じる事象

も異なるので参加者全員が楽しいと感じる例会は無

理だと思う。従って楽しい例会をつくると言うより、 

出席した価値があったか？自分の意見や考えを他の

人に聞いてもらえたか？隣の座った会員とロータリ

ーを語り合い、美味しい食事が出来たか？等々、例会

での自分の存在を確認できた満足感が結果として楽

しい例会だったと言えるのではないでしょうか？一

人一人が例会を楽しめる努力をすることの集約が「楽

しい例会」になるので、例えば、個人が発言する・目

立つ・そのような機会を少しでも多くするためテーブ

ル別にディスカッションし、テーブルから代表者が前

で話合った内容を簡潔に発表するような例会もあっ

て良い。楽しい例会の結論は「皆でつくろう楽しい例

会」と言うことになるのかな？ 

２）例会出席の服装について  原則として、服装は

自由ですが、他人に不快感を感じさせないよう、こざ

っぱりした着衣でいいのですが、会員それぞれがロー

タリークラブをどうとらえているかによって、服装に

対する考え方も変わってくると思われる。例えば、ロ

ータリークラブは今、テリトリーはなくなって、地域

以外の住人でも入会出来るのですが、職業分類上５％

以内、社会人として瑕疵なき人間として選ばれ入会す

るのが、ロータリアンです。当然仕事上での制服が作

業服であれば、それで良いので、余りにもひどく汚れ

ているようなものは例外です。自分の常識に照らして

決めて欲しい。 

３）新入会員の例会時の席  原則としては６カ月～

１年ぐらいは、推薦者が隣に座ってアドバイスしたり、

面 倒見てあげるのが理想ですが、推薦者も欠席した

り、他のメンバーと話合ったりもあるので、時には年

齢の近い先輩が声掛けたりしてあげるのが、一番。出

来れば少々難しいかも知れんが、新入会員の方から先

輩方に積極的に近づく努力 もお願いしたい。これは

新入会員の「努力目標」にして下さい。 

４）増強・退会防止   政界でも話題になっている二

世議員と同じような現象が当クラブでも創立３８年

になり、２５名でスタートしたチャーターメンバーも

残り３名となり、亡くなられた方、途中で退会された

方２２名で二世の入会３名（？）は一寸さみしいです。

そこで、チャーターメンバー以外でも退会、亡くなら

れた方々のファミリーに入会者を掘り起こす旧い会

員の大切な役目です。若い会員は JC を含め若い仲間

（友達）を増やしクラブの若返りに力を入れて欲しい。 

 退会防止については、基本的には退会は個人の自由

です。退会者が出た場合儀礼的にも担当者が慰留する

のが、当然ですが、退会の微候は前以てわかるので、

その理由をお聞きし、クラブに対する不満・意見・希

望等、或程度反映出来るものは受け入れ、どうしよう

もない案件は妥協せず退会に応じる。増強と退会は密

接な関係があるので、入会時のインフォメーションは

充分行い耳から聞くロータリーで入会したら守るべ



く最低限の義務と責任は理解してもらう。当クラブの

「ようこそ海南東ロータリークラブ」４頁の小冊子で

すが、簡潔でわかりやすく出来ていますので、お渡し

するだけでなく受け取る側と渡す側で読み返すこと

により、理解を深めて頂く。そうする事により、ロー

タリーを知らず入会し知らぬままロータリーが面白

くないと言ってやめる人はなくなると思う。旧い人で

ロータリーを知らないでやめる人はないので、ロータ

リアンとしてクラブ内での居場所がなくなってやめ

ようかとおもうのでしょうから「憂さ晴らしの会」「役

職卒業委員会」とかつくったら？やめないかも？ 

５）その他  鈴木さん屋敷の世界遺産への追加登録

へ海南３ロータリークラブとしてどう関わるか？こ

の件は改めて吉田さんからご説明があると思います。

その節はよろしく。 

 

９．米山奨学生 お別れのあいさつ  代 向斐 様 

 長い間、お世話になりました。

海南東ロータリークラブに大変お

世話になり、本当に感謝していま

す。ロータリーの「奉仕」の精神

は自分の人生に影響を与えてくれ

ました。自分のためではなく、人々

の幸せのため、できるだけ自分の

力を出すことを心に深く感じまし

た。日本の方の素晴らしいところ、優しい心を知りま

した。これからは、日本と中国の友好の架け橋となる

ように自分の力を尽くしたいと思います。また、機会

があれば、中国にお越しください。お会いし、案内し

たいです。有難うございました。 

 

10．閉会点鐘 

 
次回例会 
第 1741 回例会 25 年 4 月１日(月) 

   18：30～ 藤白神社「神田屋」花見例会 
 
 
 
 
小椋 孝一君  宮崎中央ＲＣへ行ってきました。 
田中 祥秀君  先週、卓話させていだきました。 
谷脇 良樹君  宮崎の例会出席時に色んな資料を戴

きました。後日、発表します。 
柳生 享男君  3 月２０日、２１日と宮崎中央ＲＣ

を訪問しました。参加の方、お疲れ

様でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ポリオ撲滅への呼びかけ 
3 月 14 日、米国の首都ワシントン D.C.にある国会

議事堂前にロータリアン、ビル・ゲイツ氏、および世

界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）の支援者が集まり、ポ

リオ撲滅キャンペーンへの引き続きの支援を呼びか

けました。手足の自由を奪う恐ろしい病、ポリオの撲

滅活動に参加してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
スキルを生かす 
ロータリー財団の新しい補

助金では、ロータリアンが自

分のスキルを生かせる方法が

多くあります。例えば、職業

研修チーム（VTT）では、自分

の職業について学ぶだけでなく、現地の人々に研修を

提供する機会もあります。また、プロジェクト向上プ

ロセス（PEP）の試験段階も実施されており、水と衛

生分野のプロジェクトで、ロータリアンが専門知識を

生かしています。 

 

四つのテストの由来 
今から 60 年以上も前の大恐慌のさなか、一人のロ

ータリアンが 4 項目からなる簡明な倫理指針を考案

しました。この指針は、窮地にあった彼の会社を救う

のに役立ったのです。この指針が表現していた内容や

信条はまた、ほかの多くの人たちに対しても、倫理的

羅針盤を提供することになりました。やがて、国際ロ

ータリーによって採用され、広く知れ渡ることになり

ました。今日では、ロータリーの基本理念の一つとな

っています。今世紀におけるロータリーの最も素晴ら

しい声明の一つと言ってもよいでしょう。 

 

「言行はこれに照らしてから」 

真実か どうか 

みんなに公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるか どうか 

 

 四つのテストは、緊張と混乱と不確実性に満ちたこ

の世界のただ中に、清新で明るさにあふれた未来展望

を与えてくれます。 

会報委員会    委員長：谷脇 良樹  副委員長：奥村 匡敏  委員：小椋 孝一 岸 友子 横出 廣 阪口 洋一


