
 

 

 

 

 

 

 

第 1875 回例会  

平成 28 年 5 月 23 日(月) 
12:30～ 海南商工会議所４F 

IDM 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 48 名   出席者数 27 名 

  出席率 56.25 ％  前回修正出席率 66.67 ％ 

 

４．会長スピーチ     会長 阪口 洋一 君 

みなさん、こんにちは。本日

は IDM の発表をしていただく

ことになっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 さて、３年に１度開催される

規定審議会では、クラブや地区、

理事会などから提案された立

法案の審議と投票が行われま

す。2016 年規定審議会は、4月 10 日～15 日にシカゴ

で開催されました。この審議会の正式な決定報告書は、

２か月以内に各クラブに送られてきますとのことで

すが、今でもウェブサイトで沢山の資料を入手するこ

とができます。審議会で採択された項目は７月１日よ

り発効となります。 

今回の規定審議会で大きな変更がなされた項目が

いくつかあります。クラブ運営に関しては、理事会の

書面による議事録を会員が閲覧できるようにする。今

まではロータリーの目的という項目がありますが、こ

れに加えクラブの目的という項目が追加されました。  

また、クラブ会員の入会金を廃止する案が承認され

ました。これは入会金を廃止することにより多くの人

がロータリークラブに入会しやすくするのが目的で

す。クラブの例会に関する件については、現在はクラ

ブの例会は毎週行わなければならないとなっていま

すが、これが毎月少なくとも２回、会合を開かなけれ

ばならないと変更できます。今まで通り毎週例会を行

うクラブが多いと思われますが、月に２回しか例会を

行わないクラブも出現すると思われます。また、何を

もって例会とするかについてもより多くの裁量をク

ラブに与えられます。この項目は規制的なものではな

く、希望するクラブに月２回の例会というオプション

を与えるものです。例会出席についても、例会に出席

できない会員のために、オンライン例会を手配するか、

またはオンラインでつながる方法を提供することも

できる、と変更することができます。 

人頭分担金が2017年から2020年まで３年間毎年４

ドル増額されます。当クラブでしたら、2017 年に約

２万円、2018 年に４万円、2019 年に６万円の増額と

なります。2020 年以降については、次の規定審議会

で審議されるとのことです。 

ローターアクターが同時にロータリーの正会員と

なることを認める制定案も採択されました。より多く

の選択肢をローターアクターに与えることで、多くの

資格ある若いリーダーにロータリーへの道を開ける

ようになることが期待されます。また、従来クラブと

Eクラブに区別をなくす立法案が採択されました。ま

だまだ、変更された項目がありますが、時間の都合で

後日にさせていただきます。今回の審議会の内容を見

ると、ロータリーの会員増強による資金調達が大きな

目的となっているような気がします。 

 
５．幹事報告         幹事 横出 廣 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山中ＲＣ  6 月 10 日（金）→ 6 月 10 日（金） 

19：00～ルミエール華月殿 
（フリートーキング） 

海南西ＲＣ   6 月 16 日（木）→ 6 月 12 日（日） 
家族例会 彦根方面 

6 月 23 日(木) → 6 月 23 日(木) 
19:00～ 「美登利」 

和歌山南ＲＣ  6 月 17 日(金) → 6 月 17 日(金) 
18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山 

（年度最終夜間例会） 
和歌山東南ＲＣ 6月29日(水) → 6月24日(金) 

18:30～ ルミエール華月殿 
           （最終親睦夜間例会） 

和歌山城南ＲＣ 6月 30日(木) → 6月 30日（木） 
18:30～ ルミエール華月殿 

                （年度最終例会） 
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○休会のお知らせ 
有田南ＲＣ   5 月 31 日（火） 

和歌山東南ＲＣ 6 月 8 日（水） 

和歌山城南ＲＣ 6 月 9 日（木） 

和歌山南ＲＣ  6 月 24 日（金） 

海南西ＲＣ   6 月 30 日（木） 

 

６．委員会報告 
○次年度の委員会名簿等 次年度幹事 山畑 弥生 君 
次年度の委員会名簿を変更しています。ご確認くだ

さい。また、次回の例会は、次年度の委員会別ディス

カッションとしますので、座席指定でお願いします。 
 
７． IDM 報告 
テーマ 
「これからのロータリークラブの活動について」 
○1 組           発表者 岩井 克次 君 
・新入会員が入った場合、推薦人等の指導員を横に

付けて退会防止をはかる。 
・常に新入会員の情報を出し合う。 
・夜間例会を多くして、楽しい例会にして出席率を

高くすればよい。 
○2 組           発表者 前田 克仁 君 
日時 平成 28 年 4 月 1 日(金)18：30～ 
場所 うたげ 
出席者 6 名(宮田〈リーダー〉、林、朝井、千賀、

三木、前田〈副リーダー〉) 
欠席者 3 名(山田、山畑、花畑) 
1)出席率向上について 
◆理事になるかどうかで、出席意欲が変わる。理事

になればロータリークラブの活動内容もよくわ

かり、出席意欲向上につながる。→今、出席でき

ていない人でもどんどん理事に抜擢する。 
◆ロータリーが嫌なわけではないが、仕事上の都合

などで出席できないことが続くと、つい休み癖が

つく。→声かけ、誘い合わせで出席を促す。 
◆とにかく出てきて楽しい会であることが一番重

要。 
2)会員増強について 

JC 上がり…JC の会員数は年々減少し、最近はサ

ラリーマン系の人も多く、ロータリー現役会員の

二世以外は、JC 卒業後のロータリー入会にあま

り期待できない。 
40 代の若年層を探すのもいいが、サラリーマン

を定年して海南に戻ってきた人に地元で奉仕活

動をしていただく、という考え方で 60 代以上の

会員候補者を探す方が、時間的余裕(出席率)や経

済面(会費)でもより現実的ではないか? 
そういう人を見つけるアンテナを張り巡らせる。

(具体的な方法は、？) 
○3 組                   発表者 重光 孝義 君 
日時 4 月 1 日(金)18：30 
場所 美登利 
出席者 リーダー:谷脇 副:重光  坂口 横出 

 田岡 魚谷 倉橋 

出席率の向上 
  1 現在の例会数が 40 回余りですが、他のクラブ

とは違い月曜日の祝日が多い為、例会数が少な

いのでわざわざ月曜の休みは取らなくていいの

ではないか? 
2 行事事は今以上に減らさない方が良い。(自分た

ちの楽しい事はやった方が良い) 
3 例会の時間を変える事によって出席できる人が

増えるかも? (例えば、昼時間を利用して 12：00
又は 13：00) 

4 夜例会を常に 19：00 から(先生が多い為 18：30
からだと時間が短くなる) 

5 IDM だけでは無くフォーラムのように(みんな

で)話し合う。 
6 出席率の向上の為、メーキャップにどんどん出

向く、しかし行ったことのない人がたくさんい

るので、経験者に連れて行ってもらう。 
会員増強 
1 60 歳以上の定年した人に声をかけてみてはど

うか? 
2 40 歳前の若手に声をかける。 
3 2 代目や女性にも色々声をかけてみる。 
余談 
IDM をしても今まで何もしていないので、一度テ

ストで色々と変えてみてはどうでしょうか? 
タイにメーキャップで行った時、お土産をオークシ

ョン形式で行っていた。やってみてはどうか? 
○4 組                   発表者 綛田 さよ志 君 
日時 4 月 6 日 6：30～ 
場所 美登利 
参加者 上野山 寺下 中村 小久保 荻野 山

東 綛田 
出席率向上について 
現役の会員が多い為、参加できない 
曜日が月曜の為、むずかしい 
夜間例会の方が出席しやすい 

・対策 
出張先でメーキャップすれば良いのでは!? 
メーキャップを当クラブで発表して各人の意識

を高めよう! 
・増強について 

情報を共有して、みんなでお誘いする 
断られても、ヘコたれず続ける 

○5 組           発表者 楠部 賢計 君 
実施 平成 28 年 4 月 1 日 PM6：30 
場所 田中屋 
メンバー 田中秀雄君、中尾享平君、中西秀文君、

小椋孝一君、土井元司君、楠部賢計君 
(出 6 名・欠 3 名) 

出席率の向上・会員増強 
久しぶりのリーダー指名で、最近当クラブの

IDM も多少マンネリ化してきたように感じてい

たので趣向を変えたく思い、2012 年～13 年 RI
会長された田中作次が国際協議会で述べられた

『ロータリークラブ強化への 100 のヒント』を



思い出しこれを参考。今回のテーマについて意見

交換をと考え、出席者にお計りしたところ全員の

ご賛同をいただきました。討論に入る前に、本年

4 月の RI 規定審議会に提案されるかもと言われ

ていますクラブ例会年間 12 回(月 1 回)案が承認

されることになりますと、今日のテーマ、出席

率・会員増強に大きく関係してくるやもと思われ

ますが、この情報についての真偽の程については

自信ありません。 
ここからインフォーマルディスカッションミー

ティングに入ります。 
 
 
 
これからの RC の活動 

1 派閥のない風通しの良いクラブを作る 
2 みんなが仲良く誰とでも話し合いができる雰

囲気をつくる 
3 クラブ会長はクラブ改善のために誰からでも

意見やアイディアを聞く 
4 クラブに質問箱を設置し、該当する委員会が

回答する 
5 可能であれば配偶者同伴の例会を年数回実施

する 
6 ロータリー財団・米山への寄付の重要性を伝

える 
7 会費の見直しと委員会の使用経費を分析し、

予算を有効活用する 
8 昼の例会を夜に変更することを検討する 
9 ロータリーという組織と地域社会奉仕の内容

をわかりやすく地域に伝える 
10 未来にロータリーを託す人材を育成するため、

会員への教育を向上させる 
出席率向上について 

1 例会を頻繁に欠席する会員に気を配り、早い

段階で問題を解決する 
2 会長と委員長は長期間例会を欠席している会

員を訪ね、欠席理由を聞き出し状況把握につ

とめる 
3 無断で例会欠席をした会員には、TEL・

FAX・メール等で出席を促す 
4 会員をロータリアンとして成長させることが

できるよう、委員長や副委員長が持てる能力

を十分発揮し例会出席を求め、活発なロータ

リー活動を促す 
5 ロータリーは人生道場と言われるように、例

会が会員一人ひとりにとって役立つものであ

ることを意識してもらう 
会員増強について 

1 社会人としての倫理観・信義感その上奉仕へ

の意欲を持つ人を会員として勧誘する 
2 会員増強及び拡大月間である 8 月に、会員増

強キャンペーンを実施する 
3 会員増強が難しいという前に、今までどれだ

け増強の努力をしたかを見直す 

4 クラブ会長はエレクト年度から会員増強に努

める 
5 40 歳以下の若い会員に年会費を半額にする

ことを検討→増強 
6 年に何回かゲストデーを設け、全会員が交代

で友人や会員候補者を例会に招く 
気がついてみると 9 時になっていました。途中 8
時半頃二人帰っていましたが、久しぶりに「ロー

タリーしか語らない IDM、有意義で楽しかった

です。」出席者みなさんそう言われていました。 
今年 IDM をもう一回ぐらいやってもどうか、と

まで言っていました。 
 
９．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1876 回 平成 28 年 5 月 30 日(月) 

12:30～ 海南商工会議所４F 

次年度 委員会別ディスカッション 
 
 
 

阪口 洋一 君  ＩＤＭ発表、宜しくお願いします。 

岩井 克次 君  ＩＤＭの発表します。 

魚谷 幸司 君  野球部の皆さん、自主的に練習し

て下さい。 

イーストゴルフに出席しました。

良い経験をしました。 

宮田 敬之佑 君 運転免許の後期高齢者の講習に行

ってきました。質問事項全部正解

でした。 

田岡 郁敏 君  タイの写真を歯科医師会にＶＰさ

せました。ゴルフ 90 を切ると見得

を切ってしまいました。 

 
 
 

海南東ロータリークラブ 社会奉仕委員会 

平成 28 年 5 月 15 日（日）浜宮ビーチ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローマ法王による 

特別ミサにロータリー会員が出席  

4 月 30 日、フランシスコ・ローマ法王による特別

ミサがバチカンで行われ、80 カ国から約 9,000 人の

ロータリー会員が出席しました。サンピエトロ大聖堂

前の広場にロータリアンのための特別席が用意され

た今回の特別ミサで、ローマ法王は、慈悲の心、一体

感、人類への奉仕を呼びかけました。詰めかけた総勢

10 万人以上の出席者の中には、世界各国の警察や軍

の関係者も含まれていました。これは、「世界の平和、

安全、連帯感の文化を築く」ことが目的です。 

アルゼンチン出身のフランシスコ・ローマ法王は、

ローマカトリック教会の頂点に君臨する存在であり

ながら、その言葉は宗教の枠を超え、多くの人びとの

心に届いています。今年発表された世論調査の結果で

は、フランシスコ・ローマ法王は世界で最も好感を持

たれ、信頼されているリーダーであることが分かって

います。法王による「平和」のメッセージは、ロータ

リー会員の心にも響いています。インド・タミルナド

ゥ州の R. アショカンさんは次のように話します。

「法王の平和のメッセージは『受容』を説いています。

すべての人びとを受け入れるロータリーは、クラブや

地域社会にこの平和のメッセージを届けることがで

きるでしょう」法王とロータリーはいずれも、国境や

文化を越えた存在であるため、今回のミサは、「本当

に特別なもの」だと話すのは、米国カリフォルニア州

からやってきたアドリアナ・ランティングさん（ロン

グビーチ・ロータリークラブ）です。「こんな特別な

機会を逃すことはできませんでした」 

特別ミサの後、K. R. ラビンドラン RI 会長が率い

る少人数のロータリー会員がローマ法王と謁見しま

した。法王はそこで、ポリオ撲滅活動の重要性を強調

し、ロータリーがこの病との闘いを継続するよう奨励

しました。ヒンズー教徒であるラビンドラン会長は、

法王との謁見について、次のように振り返ります。「フ

ランシスコ・ローマ法王より、ロータリーがポリオ撲

滅の闘いを継続するようにとのお言葉をいただきま

した。ロータリーによるこれまでの活動に誇りを感じ

ただけでなく、現在の活動への信念を新たにし、未来

への希望を大きくすることができました」 

 

会報・広報・雑誌・IT 委員会    委員長：三木 正博   副委員長：寺下 卓   委員：大谷 徹  林 孝次郎  山田 裕之  重光 孝義 


