
 
 
 
 
 
 
 

第 1800 回例会  

平成 26 年 8月 25 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２． 

３．ロータリーソング   「それでこそロータリー」 

４．出席報告 

会員総数 48名 出席者数 35名 

  出席率 72.92％ 前回修正出席率 75.00％ 

 

５．会長スピーチ     会長 山東 剛一 君 

みなさん、今日は。 

先週はガバナー公式訪問に際

しみなさんのご協力を頂き無

事に終えることができました。 

辻ガバナーからも「みなさま

にどうぞよろしくお伝えくだ

さい」とのことでした。 

例会に先立ち、会長、幹事と

の懇談会においても時間のた

つのも忘れる程活発な意見交

換、質疑応答などがあり、有意義な一時間でした。 

今日は新入会員卓話として花畑さん、藤山くんにスピ

ーチをお願いしています。 

スピーチといえば、今日で 2 カ月たってしまいました

が、毎回スピーチをするのがたいへんですが、あと

10 ヶ月また気を引きしめて頑張りますのでよろしく

ご協力、ご指導下さいますようお願い致します。 

最後になりましたが、先日の広島の土砂災害で死者

52 名、不明 28 名の方々がでたと発表されています。 

亡くなられた方々のご冥福をお祈りしたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

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

海南ＲＣ 8月 27 日（水） → 8 月 27 日（水） 

18：00～ ロイヤルパインズホテル 

 和歌山ＲＣ 9 月 9 日（火） → 9月 9 日（火） 

18:30～ ダイワロイネットホテル４Ｆ 

（夜間例会） 

 和歌山東ＲＣ 9月 11 日（木） → 9月 8 日（月） 

18：30～ グランヴィア和歌山６Ｆ 

（和歌山北ＲＣとの合同例会） 

○新クラブＲＩ加盟認証のお知らせ 

 ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ＲＣ 

加盟認証日 2014 年 8 月 13日 

例会場 グリーンディサービスセンター 

      〒590-0402  

阪府泉南郡熊取町大久保北 3-262-1 

例会日 金曜日 ２０：００～２１：００ 

ビジターフィー ￥１，０００ 

事務所 〒590-0021  

大阪府堺市北三国ヶ丘町 1-1-16C-18 

○Ｅメールアドレスの変更のお知らせ 

 関西国際空港ＲＣ 

    新 kankurc@rhythm.ocn.ne.jp 

○９月ロータリーレート 

１＄＝１０２円 

  

７．委員会報告 

ロータリー情報規定委員長 岩井 克次 君 

IDM 開催のご案内お手元にあると思います。 

9 月 20 日までに開催をお願いします。 

議題は 

①40 周年について要望 

②会員増強について 

③クラブ行事、例会への要望 

④その他 

以上、よろしくお願いします。 

 

８．会員卓話 

 花畑 重靖 君 

 みなさん、こんにちは。

長らくお休みをさせていた

だき、久しぶりに前で喋ら

せていただきます。 

 写真の関係で一時、退会

させていただきましたが、

ようやく再入会することが

できました。その節は、み

なさんには大変お世話にな

り、有難うございました。 
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 今年度、我がグラブは、40 周年を迎えるわけです

が、丁度、私が会長をさせていただいたときは、今か

ら５年前の 35 周年の時でした。とても懐かしく思い

ます。式典では、多くの来賓やチャーターメンバーの

表彰、多くの記念事業を行いました。節目の会長をさ

せていただき、無事に終えられたことは、皆さんのお

かげで、感謝申し上げます。 

 私の話となると写真のことが多くなりますが、今日

は、海南市のことについて、思うことを話します。 

まず、海南市役所が移転することになり、跡地につい

てですが、私は今の市民会館も古くなっており、総合

的な文化施設と併せて高い建物にして、津波の避難場

所としてかつようできるようにしてほしいと考えて

います。機会があれば提言していきたいと思います。 

  

９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1799 回例会 26 年 9 月 1 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 19：00～ 

海南西 RC との合同例会 
 
 
         訃   報 

去る、８月８日に幹事の柳生 享男様

が急逝されました。会員一同、謹んで

お悔やみ申し上げますとともに心より

ご冥福をお祈りいたします。 
 
 
 

 
会員増強で奉仕の仲間を増やす 

ＲＩ会長 黄其光（Gary C.K. Huang） 

親愛なるロータリアンの皆

さん、ロータリーで 8月は、会

員増強・拡大月間です。毎年、

新しい年度が始まって間もな

い時期に、私たち自身に会員増

強の大切さを思い出させるの

には、十分な理由があります。

私たちの会員を増やすのに、早

すぎるということがないから

です。また、やめることができ

ない仕事でもあります。奉仕を

続けるために、ロータリーは常に成長し続ける必要が

あるのです。 

配偶者をロータリーに 

 私たちはこれまで何年間にもわたって、ロータリー

家族の重要性について話し合ってきました。今年度、

私は、いわゆるロータリー家族だけではなく、会員増

強の最優先事項として、自身の家族をロータリアンに

していただきたいと思っています。私がロータリーに

入会し 37 年を経て、妻のコリーナも昨年ついにロー

タリアンになりました。私たちが台湾にできた新クラ

ブの認証状伝達式に一緒に出席した時、「私もロータ

リアンになる時だわ」と、彼女が言ったのです。そう

して彼女はそのクラブに入会しました。その後すぐに、

ほかの人も大勢入会し、現在そのクラブは 102 人の会

員がいる、台湾で 2 番目に大きいクラブになりました。 

自分の配偶者をロータリーに勧誘することは、単に会

員数を増やすということだけにとどまるものではあ

りません。ロータリーは依然として女性会員より男性

会員がはるかに多いという現実と向き合うことであ

り、そして、私たちが取り組まなければならないこと

でもあるのです。ロータリーにもっと多くの女性会員

を連れてくることができれば、私たちのクラブは、女

性の会員候補者にとって、より魅力あるものとなり、

同時に、より実りの多いものになるでしょう。 

クラブを楽しい場にすること 

 今年度、私たちはロータリーで新しいことをしよう

と考えています。それは、新会員推薦者のための認証

ピンです。これは、新会員をロータリーに入会させる

と、ロータリーの徽章と一緒に着ける特別な認証ピン

がもらえるというものです。しかし、新会員が一人入

会すれば、それで会員増強の仕事が終わるというもの

ではないことを、私たちは知っています。新しく入会

した人がロータリアンであることを楽しみ、退会を考

えなくなった時、やっとその仕事が終わるのです。ク

ラブを楽しい場にすることは、会員増強において大切

な点です。 

 

 

2014－15 年度 
『ロータリーの友』表紙写真再募集！（3～6 月号） 
 

①締め切り： 2014 年 11 月末日 

②点数： 1 人 3 点まで  

③サイズ： 紙焼き四つ切り（それに近いサイズも可） 

④添付資料： 名前、クラブ、連絡先 住所・電話・ファクス、撮

影場所、 撮影年月、撮影のデータ（カメラ名、

使用レンズ〔ミリ〕、露出、シャッター速度）、簡

単な写真説明 

⑤発表： 『友』誌、ホームページ『ロータリージャパン』 

⑥審査員： 岡井耀毅氏（元『アサヒカメラ』編集長・現『友』

表紙解説者）、ロータリーの友編集担当理事 

⑦その他： 表紙のサイズに合わせトリミングをする場合が

あります。／写真の上にタイトルその他の文字

がかかる場合があります。／採用決定作品

は、掲載時にネガフィルム、ポジフィルム、デジ

タルカメラの場合はデータが必要になります。

／掲載に際して、賞金ならびに掲載料等の支

払いはいたしません。／入選作品の著作権は

撮影者に帰属します。「ロータリーの友」は、『ロ

ータリーの友』（印刷版・デジタル版）、『友』英

語版、その他の印刷物、ウェブサイトへの掲

載、展示などの使用権を保有します。／応募作

品の返却はいたしません  
 

 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：阪口 洋一 委員：土井 元司 木地 義和 小久保好章


