
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1770 回例会  

平成 25 年 12 月 16 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

Ｉ・Ｄ・Ｍ 報告 

 

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 51 名 出席者数 34 名 

  出席率 66.67％ 前回修正出席率 70.59％ 

 

４．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さんこんにちは、昨日、

紀美野町内におきまして

第8回紀美野ふれあいマラ

ソン大会がありました。約

1,200 人のエントリーがあ

り、北は新潟県、南は岡山

県からの選手が、寒い中自

然豊かな紀美野路を駆け

ていました。年々見ている

と毎年ランナーが増えて

きているように思っています。機会があれば皆さんも

挑戦して下さい。 

今晩、大阪関西エアポートホテルにて、次期ガバナ

ー辻さんのアメリカ行きの激励晩さん会に次期会長

山東さん、幹事柳生さん、私、小椋 3名が行って来ま

す。また、深谷様、無事退院おめでとうございます。

これから寒い日が続きますので体に気をつけて下さ

い。来週は祭日の為、今日の例会が今年最後の例会に

なります。来年の 1月 6日(月)、ロイヤルパインズホ

テルにおいて新春夫婦例会を行います。当日は親睦委

員会の皆さんで、素晴らしい企画をしてくれています

ので楽しみにしていて下さい。 

今日は、先日のＩＤＭ開催の報告を各組のリーダー

の方々から発表して頂きますので、よろしく御願いい

たします。 

吉川博之さんから、退会届が出ていましたので皆さ

んに報告します。また、来期、当クラブの谷脇良樹さ

んが、辻ガバナーエレクトより、ガバナー補佐に任命

されましたので報告します。谷脇さんに置かれまして

は、当 2640 地区の正常化に向けて次期ガバナーを補

佐し御尽力下さい。 

最後に堺青陵ロータリークラブ、健康委員会の木寺

克彦様より「江戸時代の平均寿命」と題して、ガバナ

ー月信に載っていましたので、一部紹介します。日本

で最初の生命表が発表されたのは、立川昭二書「日本

人の病歴」によれば、明治24年～31年の統計である。

そこで、平均寿命は男 42.8 歳、女 44.3 歳であった。

また、立川氏は応仁元年～昭和39年までの約500年、

歴史学研究会編日本史年表には、その享年が記載され

ている人物 1098 人を時代別に分け、その平均的死亡

年齢を求めている。それによると、戦国時代 60.4 歳、

江戸時代 67.6 歳、明治大正時代 60.6 歳、昭和時代

72.0 歳となる。第二次世界大戦後医学の目覚ましい

発展により人々の「いのち」は急速に伸びた。これは

乳幼児の死因を減らすことができるからである。明治

100 年の間に「人生 40」から「人生 70」の世になっ

た。しかし、当時の人々にとっては、今日と違って様々

な病気を潜り抜け、やっと成人まで辿り着いたといえ

る。これからの命は無数の幼い命の犠牲の上に築かれ

たものである。当時の異常に低い平均連例の持つ意味

はやはり重く受け止めなければならない。 

 

５．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

岩出ＲＣ 1月9日（木）→ 1月9日（木） 

12:30～13:30「上岩出神社」新年例会 

○休会のお知らせ 

 岩出ＲＣ 1 月 2 日（木） 

 

６．Ｉ・Ｄ・Ｍ 報告 

○１組 10 月 30 日        朝 井  修 君 

例会について 

・ 会員卓話を増やす→時間的に 30

分は結構長いので 1 日に 2 人くら

いが適当でないか。 

・ メンバーに出張する人が多いので、
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月の例会は適当かどうか 

・ 新入会員さんの座る場所について、配慮が必要

ではないか 

会員の推薦について 

・ 中々むずかしいと思うが女性会員を増やす努

力をする。目先あと 2名入ってもらって 5名に。

目標は 10 名。 

その他 

・ 地区のゴタゴタについて意見が沢山出ました。

お酒が入って文句に…怒りに…全貌がはっき

り分からないメンバーが結構多い。分かったら

がっかりして退会者が増えるかも。早くすっき

りして!! 

○２組 11月 6日            田中 祥秀 君 

楽しい例会の方法 

・ 工場見学を増やす 

・ メンバー卓話 

新入会員の推薦について 

・ 友達と一緒に新入会員に入って

もらう 

・ 推薦人を増やす 

・ 月曜日は祝日が多い為、休まず家族例会などと

いった例会に変更していきたい 

・ 目標 70 人にしていきたい 

○３組 10 月 31 日                中村 俊之 君 

楽しい例会の方法 

・ とにかく出席率を上げて欲し

い 

・ 出張の多い人は出張先のクラ

ブにメイキャップして、他の

ロータリーの例会ではどのよ

うな事をしているか見てきて欲しい。（出席率

向上にもつながる） 

・ 全国のロータリーで人気のある人を呼んでみ

たら？ 

・ 根本的に人によって楽しさの基準が違うので、

誰もが楽しむのは難しいのでは 

・ みんなが興味ある内容を話せる人に来てもら

っては 

・ 夜の例会を増やす 

・ 遅れても例会に来て欲しい！ 

みんなが出した結論は、今は今で結構楽しい。プ

ログラム委員長さんのおかげです。 

新入会員の推薦について 

この人はどうかという人 2 名の名前があがりま

した。 

その他 

特になくお酒を飲みながら楽しいひと時を過ご

しました。 

○４組 11月 1日         横出  廣 君 

楽しい例会の方法について 

・ 夜間例会が充実していると思わ

れるので夜間例会を月2回とすれ

ばどうか 

・ 会員卓話を増やせばどうか 

・ 会員の意見を聞く様な卓話形式にする 

・ 例会場を変えてみてはどうか？または、ホテル

等 

・ ＯＢを呼んで卓話していただく 

・ 座席を考えてほしいという意見もありました 

・ 座席テーブル毎での意見交換の例会も考慮し

たら 

新入会員の推薦について 

毎回同じテーマとなっているが、ＩＤＭで出た意

見があまり反映されていない様に思う。 

意見としては 

・ 地区の状況が悪いので誘いにくい 

・ 退会者の再入会をお願いする 

・ 勧誘用のパンフレットを作成する 

・ テーマに反するのですが会員を無理に増や 

 す必要があるのか？ 

  ・ 50 人前後が一番いいのではという意見有（大

多数になればバラバラになる可能性がある） 

  ・ 入会予定者に夜間例会に体験出席してもらう 

その他 

・ 社会奉仕委員会活動は現状、清掃、たんぽぽの

会の 2つですが、もうひとつ地域ガラミでない

ものを考えてみればどうか 

・ 障害者の就労について、卓話の段取りをするつ

もりだという意見がありました。 

○５組 10月 29日         田岡 郁敏 君 

楽しい例会にするにはという事で

すが、基本的に全員が楽しい例会とい

うのはお金をかけないで行うのは無

理であり、まずは何はともあれ出席率

が低いのがいわゆる楽しくない例会

の原因ではないかという意見が出ま

した。 

昔の例会は楽しかったのかというとそういう訳で

はなく例会の出席は義務だとの意識が高く、また先輩

かたが新人の隣にいつも座り、コミュニケーションを

取りながらいろんなロータリーの仕組みや仕事を教

えてきたということです。他の会員の欠席が少ない中

で休みづらい環境にあったと思います。新人のオリエ

ンテーションもあったそうです。 

そういう訳で食事中のコミュニケーションは大変

大事だという事になりました。他のクラブでは食事に

お酒をだしますが、寄付金をうわのせた金額で買い飲

むこともあるそうです。もちろんゲストが来る場合な

ど失礼にあたることもあるでしょうが、昼でも飲んで

いるところもあるそうです。また食事中にＢＧＭを掛

けるという意見も出ました。 

新人にロータリーの仕事を与えて先輩とチームで

取り組み、覚えさせやりがいを感じてもらうという方

法もあると思います。新人担当理事を作るという意見

もありました。 

新入会員を  勧誘するときについ出席しなくてもいいから入っ

てくださいとか、とりあえず頭数を増やすだけの言葉

は言わないようにしましょう。 

また、新入会員には親睦委員のみならずいろんな仕



事を丁寧に説明しながら協力してもらうことでロー

タリーというものがわかってもらえるようにするべ

きとの意見もありました。新入会員担当理事を作って

紹介者とともに、しっかり面倒を見るという意見、い

つも決まった人とのみ話すのではなく、積極的に話し

たことのない人とも話をしてみる、有用な情報を得た

り、人脈を広げたり仲間を増やすことも楽しい例会に

つながるのではないかと思います。ひとりひとりが楽

しい例会を作っていく努力をするべきとの意見が出

ました。 

その他として、現在の 2640 地区の様々な問題につ

いて詳しく説明していくべきではないかという意見

が出ました。話をすることによってマイナスになると

いう意見もありますが、現状がどうなっているのかと

いう情報をきちんと出すべきだという考えでした。私

がロータリーに入った直後の 新年夫婦例会で次期ガ

バナーという事で米田さんがゲストで来られました。

それから、現在までずっと混乱が続いています。正直

少し辟易としますが、私は真実がどうで誰が正しいか

良くないのかはっきりわかりません。情報が少ないの

です。公正で正しい手続きをふんで民主的に解決して

いただくことを真に望みます。 

 

７．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1771 回例会 平成 26 年 1 月 6日(月) 

 ロイヤルパインズホテル 18：30～ 

新春夫婦例会 
 
 
 
 
深谷 政男 君  お見舞いありがとうございました。

お陰様で元気になりました。 

大谷  徹 君  先日 桜井よし子さんの話を聞き

に行き、参考になりました。 

重光 孝義 君  ようやく半年が過ぎました。後、半

年よろしくお願いします。 
楠部 賢計 君   執行部の皆さん 前期今日で終わ

りご苦労さんでした。後半年も頑張

って下さい。  
角谷 太基 君  奥さんと二人で伊勢神宮に旅行に

行ってきました。1300 年続く歴史

を改めて見て、会社にも置き換えて

みたら日本人に生まれて良か       

った。 
朝井  修 君  本日 IDM 発表します。 
田岡 郁敏 君  本日 IDM 発表します。  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
「あなたはなぜロータリアン？」 
 こんな質問をされたら、皆さまは

どのように答えますか。「立派なロー

タリアンを見て、憧れていたから」

とか「ロータリアンが奉仕をする姿

を見て、自分も仲間に入りたいと思

ったから」という方が多いことを願っていますが、「取

引先の人に言われて仕方なく…」とか、「先輩に言わ

れて断われなかったから」などというのが入会の理由、

という人も多いかもしれません。消極的な理由で入会

した場合、入会して数か月で「毎週の例会に出席する

のが大変」「どこが楽しいの」「そろそろやめたくなっ

てきた」と。しかし、そんなことは言わないでくださ

い。1 年、2 年たち、クラブの例会出席を重ねるうち

に良い友人ができ、いろいろ教えてくれる先輩ができ、

例会に出席するのが楽しみになってきます。クラブの

例会時間に合わせて仕事を調整し、例会に出席するこ

とが、それほど難しいことではなくなってくるはずで

す。クラブの奉仕活動に参加し、仲間たちとともに活

動をすることによって、お互いに本当に良い仲間だと

思えるようになるでしょう。自分たちが手を差し伸べ

た人々の笑顔を見て、「ありがとう」という言葉を聞

いて、自分がその人たちにあげたものより、その人た

ちからもらったものの方が、ずいぶん多いと気づくか

もしれません。 

国際奉仕活動や国際大会に参加すれば、世界中に友

人や仲間がいることがわかります。外国のロータリア

ンたちと、国や言葉の壁を乗り越えて親しくなること

ができます。世界中のいろいろな所で、多くのロータ

リアンたちが、自分と同じように活動をしていること

を知ることができます。その時、「ロータリアンで良

かった」と思うことでしょう。「ロータリアンなら誰

しも、自分にとって特別な意味のある経験があるかと

思います。これを、『ロータリー・モメント（心に残

るロータリーの体験）』と述べています。感動する出

来事は、人それぞれです。しかし、何か一つでも、感

動体験を持っているからこそ、「あなたはロータリア

ン」であるはずだと。活動を続けていくうちに、「あ

なたはなぜロータリアン？」という質問に対する積極

的な答えを見いだせることでしょう。入会理由と、ロ

ータリアンであり続ける理由が違う場合も少なくあ

りません。皆さまの「ロータリー・モメント」はどの

ようなものでしょうか。この機会にぜひ一度、考えて

みてください。ロータリーの活動に参加することで、

近い将来、必ず自分自身の「ロータリー・モメント」

ができると思います。 そして、その時、「あなたは

なぜロータリアン？」という質問の答えが見つかって

いるはずです。 

 



「会員アクセス」をご存じですか 
 「会員アクセス」と聞いて、「それは何？」と思う

方は少なくないと思います。「会員アクセス」は、国

際ロータリーのウェブサイト www.rotary.org にあ

る、会員個人のための便利なツールです。皆さまは、

自分がいくらくらいロータリー財団に寄付をしたか

を覚えていらっしゃいますか。新会員の中には、自分

がロータリー財団に寄付をしていることすら、気づか

ない方もおられるかもしれません。そんな時に役に立

つのが、この「会員アクセス」です。ここでは、自分

がロータリー財団に、いつ、いくら寄付をしたのか、

確認することができます。そして、その寄付が年次基

金への寄付なのか、恒久基金への寄付なのか、ポリ

オ・プラスへの寄付なのか、といった細かい情報も見

ることができます。 
 「会員アクセス」では、このほかにどのようなこと

ができるのでしょうか。毎年開催されるＲＩ国際大会

の登録をすることができます。また、新会員にとって

便利なのは「E ラーニング学習システム」ここで、

ロータリーについて知ることができます。残念ながら、

すべてが日本語に訳されているわけではなく、新会員

にとっては少し難しい内容のものもありますが、思い

切ってチャレンジしてみてください。 
 新しいコーナーとしては、「ロータリー・ショーケ

ース」があります。ここでは、皆さまのクラブのプロ

ジェクトを、写真と短い説明文で紹介することができ

ます。でも、ここから活動記事を投稿する時は、少し

だけ気をつけてください。「会員アクセス」は、個人

のページで、自分だけしか見ることのできないページ

ですが、「ロータリー・ショーケース」に書き込んだ

プロジェクトは、全世界に公開されています。写真に

は、いろいろな人が写っていますが、公開しても大丈

夫なのか、公開するのを好まない人が写っていないか、

慎重に考えて、掲載する写真を選んでください。では、

「会員アクセス」を利用するには、どのようにしたら

いいのでしょうか。ＲＩのウェブサイトを開くと、右

上に小さな文字で「会員アクセス」とありますから、

ここをクリックしてください。ここで、画面に従って、

登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「ロ

グイン」をクリックすれば、自分のページに入ること

ができます。初めての方は、「アカウントの作成」を

クリックして、必要な情報を入れてください。登録し

たメールアドレス宛てにメールが届きますから、その

メールの内容に従って、さらに情報を入力します。こ

の手続きが完了すれば、「会員アクセス」を利用する

ことができるようになります。 
 充実したロータリー活動をするには、まず、自分の

情報をきちんと知ること、さまざまな活動に参加する

ことです。皆さまも一度「会員アクセス」にアクセス

してみてください。 
 
例会を楽しみましょう 
ロータリーの基本は、「例会から」と言われます。

クラブに入会したばかりのときは、先輩の顔と名前が

なかなか一致しませんが、例会に出るうちに自然と覚

えられます。所属しているクラブに慣れ、ロータリー

のことがわかるようになってくると、ロータリーの例

会や活動に、自分なりの楽しみを見つけ出すことがで

きるでしょう。例会中はさまざまな報告や卓話などが

あり、周りの人たちと話すことのできる時間が限られ

ていますから、時間が許せばできるだけ早く例会場に

行き、いろいろな人に話しかけてみるのも、クラブに

早くなじむ方法です。ロータリアンにはシャイな人も

多いので、新会員のあなたを気にかけながらも声をか

けられないでいるかもしれません。例会では、会長の

時間や各委員会の報告を通して、ロータリーを知るこ

とができます。また、卓話として、さまざまな話を聞

くことができます。これらが仕事の参考になったり、

暮らしを豊かに変えてくれるきっかけになることも

多いと思います。 
○メークアップをしましょう 
 でも、仕事の事情などで、どうしても例会に出席で

きない時、そんな時には、ほかのクラブの例会に出席

して、メークアップすることもできます。欠席した例

会の前後 2 週間の間に、他のクラブの例会か、定め

られた会合に出席すれば、メークアップができます。

クラブによって例会の時間が違い、朝、昼、夜、さま

ざまな時間帯に例会が開催されていますから、出席で

きる時間と場所を探して、その例会でメークアップす

ることができます。もちろん、自分のクラブの例会時

間と異なる時間帯の例会、例えば、昼間の例会の欠席

を夜の例会で補うことも可能です。 いつ、どこで例

会が開催されているかは、例えば、『ロータリーの友』

には、年 2 回、3 月号と 9 月号に「例会一覧表」

が付いています。パソコンをお使いの方なら、「ロー

タリージャパン www.rotary.or.jp」にある例会一覧で

調べることもできます。 
 他クラブの例会に出席する場合、事前に予約をする

決まりはありません。例会場にビジターのための受付

がありますから、そこで自分の名前やクラブ名などを

記入して、ビジターフィーを支払い、担当者の指示に

従って席に着きます。他クラブのロータリアンと知り

合いになることができます。例会の雰囲気や、例会の

進め方は、クラブによって違います。メークアップと

いう意味ではなく、たまには違った雰囲気を味わうた

めに他のクラブの例会に出席してみてはいかがでし

ょうか。そこで、積極的に名刺交換をするなどして、

いろいろな会員と話をすると、新しい世界が広がるか

もしれません。 
 仕事や休暇で海外に行く場合は、海外のロータリー

クラブの例会を探して出席することができます。 
その場合は、国際ロータリーのホームページ、クラ

ブ事務局にある『Official Directry』で例会の予定を

知ることができます。「ロータリーの基本は例会から」。

単なる義務としてではなく、ロータリーの例会を楽し

みましょう。 
ロータリーの友  編集長 二神 典子 
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