
 
 
 
 
 
 
 

第 1842 回例会  

平成 27 年 8 月 10 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

ゲスト卓話 ㈱ヴァンビー 代表取締役 樋口 薫 様 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング   「我等の生業」 

３．ゲスト紹介      ㈱ヴァンビー  
代表取締役 樋口 薫 様 

４．出席報告 

会員総数 49 名  出席者数 33 名 

  出席率 67.35％ 前回修正出席率 71.42％ 

 

５．会長スピーチ      会長 阪口 洋一 君 

皆さん今日は。猛暑の中、

ご出席ありがとうございま

す。株式会社ヴァンビー、代

表取締役の樋口 薫様、本日

は海南東ロータリークラブ

にお出でいただきまして有

難うございます。後ほど卓話

よろしくお願いいたします。 
 花田さんのお母様が先日、

106 歳でお亡くなりになられました。ご冥福をお祈り

申し上げます。花田家で家族葬を営まれるとのことで

したので、皆様にはご連絡を差しあげることを控えさ

せていただきました。ご了承お願いいたします。 
 また、８月８日は柳生さんがお亡くなりになられて

１年が経ちました。横出幹事と私が当クラブを代表し

てお参りさせていただきました。 
話は変わりますが、先週の半ばに我が家に航空便が

届きました。何処からだろうと、確認したところアメ

リカ・イリノイ州エバンストーンのＲＩ本部からでし

た。なんだろうと思って中を確認してところ、立派な

ピンバッジとバッカーが入っていました。手紙が同封

されており、「貴ロータリークラブに新会員が入会さ

れましたことを、心よりお慶び申し上げます。次回の

例会で、新会員を推薦されました会員「大江久夫」さ

んに、同封の認証品をご贈呈いただきますようお願い

申し上げます。ご協力、心より感謝申し上げます。会

員表彰担当チーム一同。」となっております。さらに、

もう一通メッセージがあり、「このたびは新会員をご

推薦いただき、こころより感謝申し上げます。新会員

が増えることは、ロータリーの地元や世界で行う活動

の力がそれだけ大きくなることを意味します。 
さらに１名の新会員をご推薦いただいた場合には、

認証レベルが「ブロンズ」となります。ロータリーだ

からこそ得られる喜びと充実感を、多くの方々と分か

ち合っていただけることを願っております。国際ロー

タリー 会長」となっております。本日、大江さんに

お渡ししようと思ったのですが、所要で出席できない

とのことでありましたので、次回の例会でお渡しした

いと思います。このような表彰制度があったことを初

めて知りました。本当に良かったと思います。 
 さて、先週の例会でも申し上げましたように、８月

は会員増強月間です。「ロータリーの友」８月号を読

まれた方は既にご存じとおもいますが、日本のロータ

リアンが最大の 13 万人から 8 万７千人に減少したと

お話ししましたが、それでも世界で第３位の地位にあ

ります。因みに、世界第１位はもちろんアメリカの

32 万 9 千人でダントツです。第２位はインドで 13
万１千人、４位以 10 位までは韓国、ブラジル、ドイ

ツ、イタリア、イギリス、台湾、フランスとなってお

ります。今年度のＲＩ会長ラビンドラン氏の祖国スリ

ランカの会員数は 2,036 人です。世界で、１クラブ当

たりの平均会員数は 35 名です。日本は 39 名、アメ

リカは 43 名、インドは 38 名、ドイツは 51 名と、そ

れほど多くはないという印象を受けました。当クラブ

の会員数は非常に立派な状態にあると認識いたしま

した。日本のロータリークラブが世界のロータリーに

比べて最も違う点は、女性会員が非常に少ないという

ことです。１クラブ当たりの女性会員の世界平均は約

19.92 パーセント、約５人に一人が女性会員というこ

とになります。日本は 5.34％、詳しい資料がありま

せんが、世界で最も低い比率だと思います。アメリカ

は 27.91％、台湾は 30.78％、イタリアは 14.38％、

ドイツは 9.54％、インドは 8.8％というようになって

おります。当クラブは女性会員が３名おられますので

6.12％で、日本の平均を上回っています。女性会員が

あと８名増えて 11 名となり、会員数が 57 名となれ

ば女性会員の比率は、19.3％と世界平均に近くなりま

す。今後とも会員増強のご協力よろしくお願いいたし

ます。 

No.1842 

R I  D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n ＲＩ会長 Ｋ. Ｒ. ラビンドラン 

四つのテスト 言行はこれにてらしてから 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：阪口 洋一  幹事：横出 廣  ＳＡＡ：千賀 知起 
http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



６．幹事報告         幹事 横出  廣 君 
    例会臨時変更、休会のお知らせは特にありません。 

 

７．2014-15 年度 地区感謝状の授与 

楠部 賢計 君     谷脇 良樹 君 

花田 宗弘 君     中西 秀文 君 

 

８．ゲスト卓話 

 ㈱ヴァンビー 代表取締役 樋口 薫 様 

みなさん。こんにちは。株

式会社ヴァンビーの代表 樋

口薫と申します。弊社は 1995

年に東京で設立しました。主

に翻訳、発明支援、自伝制作

の仕事をしています。 

このたび縁あって、深谷政

男様の自伝制作のお手伝いを

させて頂くことになり、毎月、

海南市にお邪魔しております。私は『エメラルド倶楽

部』という会に所属しております。 

『エメラルド倶楽部』といいますのは、女性経営者

の会です。これは異業種交流会ではなく、日本という

男性社会で起業した女性たちの共通した悩みを共有

と、様々な取り組みのなかでの成長を通して、後に続

く女性達をサポートする事を主な活動目的としてい

ます。私は東京支部に所属しておりますが、大阪支部

にお邪魔した際、深谷さんのお嬢様、株式会社クロシ

オの代表 深谷亜由美さんと知り合いました。亜由美

さんが、私の事業内容をおぼえていて下さったおかげ

で、深谷政男様の自伝制作のお手伝いをさせて頂くは

こびとなりました。自伝は 260 頁のハードカバーの本

として、来年の 1月を目標に日本語と英語の両方 

で完成させる予定でおります。インタビュー中にお聞

かせ頂くお話は、経営だけでなく生きていくために必

要な大切な内容ばかりで、毎回、新しい発見があり勉

強させて頂いております。本が完成しました折には皆

様にもご一読頂き感想をおうかがいしたく思います。 

本日は卓話の機会を頂戴しましてありがとうござ

いました。 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

休  会  平成 27年 8月 17 日(月) 

第 1843 回 平成 27年 8月 24 日(月) 

     海南商工会議所 ４F 12：30～ 

会員卓話 花田 宗弘 君 

 

 

 

 

 
8 月の特別月間の名称が変更になりました。 

「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。 
“Membership and Extension Month” 

 
 

     Happy birthday！ 

8 月のお祝い 
○会員誕生日 

5 日 上野山 雅也 君  25 日 重光 孝義 君 

23 日 上中 嗣郎 君 

○奥様誕生日 

9 日 桑添 養子 様     17 日 中村 万由美 様 

○一般ニコニコ 

阪口 洋一 君 樋口様、本日はお出で頂きありがと

うございます。 
深谷 政男 君 樋口さん 今日はよろしくお願い

致します。 
山名 正一 君 本日の卓話 樋口様にお世話にな

ります。深谷様のご紹介頂きました。 
吉田 昌生 君 毎日新聞和歌山版「紀の国人物探

訪」に載りました。海南東ＲＣの仲

間達の励ましで立ち直ったと紹介

してくれました。 
谷脇 良樹 君 地区から感謝状を頂きました。 
花田 宗弘 君 地区から感謝状を頂きました。母が

103 歳で亡くなりました。 
中西 秀文 君 地区から感謝状を頂きました。 
田岡 郁敏 君 国体推進室から横断幕寄贈の礼状

を頂きました。（写真） 
 
 
 
 
 
 
 
 
林 孝次郎 君 横出さんから、トマトを頂きました。 
横出  廣 君 今年はトマトが豊作でした。 
 

8 月のＲＩ会長メッセージ 

最高でなければ良いとは言えない 
ＲＩ会長 K. R. ラビンドラン  

親愛なるロータリアンの皆さ

ん、1930 年代、デンマーク人の

大工、オーレ・キアク・クリスチ

ャンセンは、次の言葉が刻まれた

木製の板を壁に掛けていました。

「最高でなければ良いとは言え

ない」、クリスチャンセンは、世

界中の子どもに親しまれている

プラスチック製のカラフルなブロック「レゴ」の考案

者として知られています。しかし、創業当初のレゴ社

の代表的商品は、樹齢を重ねたブナ材で作られたアヒ

ルのおもちゃで、ニスを 3 度塗りした品質の高いもの

でした。レゴ社の歴史によると、クリスチャンセンは

この木製アヒルを使って、息子のゴッドフレッドに品

質の大切さを教えたそうです。(以下、省略) 
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