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会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1970 回例会
平成 30 年 10 月 1 日(月)
12:30～ たなか屋
出席率 80％目指そうフォーラム例会
お誕生日、結婚記念日のお祝い
１．開会点鐘
２．国歌斉唱
３．ロータリーソング
４．出席報告
会員総数 42 名
出席率 81.00 ％

「君が代」
「奉仕の理想」

出席者数 34 名
前回修正出席率 64.29 ％

会長 山畑 弥生 君
５．会長スピーチ
皆さん、こんばんは！9 月 10
日の例会以来、連休が二週続き、
20 日振りに皆さんのお顔を拝見
しております。その間に去る 9
月 24 日イーストコンペ開催予定
で、御坊東、田辺東ＲＣさんより
7 名の参加申し込みを頂いてお
りましたが、先の台風被害でゴル
フ場の状態が悪く急遽延期とさ
せて頂き当クラブのメンバーによるミニコンペに切
り替え開催致しました。
コンペ幹事の寺下さんには、大変気が揉んだことと思
います。ご苦労様でした。尚、来年春 3 月に、イース
トクラブコンペ開催の予定となっております。今度は
好天に恵まれるよう祈るばかりです。
また、先日台風 21 号で被害にあって間もないのに、
又もや、昨夜 24 号が上陸とあって大変心配しました
が、大した被害もなく今日は「台風一過の秋晴れ」と
なり、今宵こうして皆さんと集えることを幸せに思い
ます。
さて、今夜は、
「出席率 80％を目指そうフォーラム」
です。皆さんの各テーブルに「年度別出席率推移表」
と「2640 地区７月の会員数・出席報告」の資料が置
かれております。目をとおして頂けば、何故「出席率
80％を目指そうフォーラム例会」を開いたのか？お分
かり頂けると思います。
私が、2000 年に 45 歳で入会させて頂いた頃は、会
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか
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幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

員数 70 名前後で出席率 80％以上でしたが、2012 年以
降は 70％台、2016 年からは 60％と落ち込むばかりで
す。この間、地区問題もあり、急激な会員減少や新入
会員研修も、おざなりになってしまっていたかと思い
ます。そんな中、平均年齢は、若い会員さんが入会し
て下さったお陰で、あまり推移はなく、当クラブの活
動も活発で５つ星の評価を頂いているのですが、ロー
タリアンの義務である出席率は、残念なことに 2640
地区内でワースト 2 です。過去には、最下位になった
こともあります。そして、ロータリーの友の購読も義
務となっておりますが毎月 40 冊購入の内、出席率と
連動して半数が残り狭い事務局に山積みとなってい
るのが現状です。是非！このことに関心を持って頂き、
後のフォーラムでは 80％以上出席されている方は、
出席する事に、どの様な価値観を持って出席に努めて
いるのか？又、中々出席出来ない方は、その要因と今
後どのようにすれば出席向上できるようになるか？
そして、皆さんが望む例会とは、どんな例会なのか？
たなか屋さんの美味しいお料理に舌鼓を打ちながら
和やかに出席率を高めていく為の討論をして頂きた
いと思います。
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
海南ＲＣ
10 月 3 日（水）→10 月 3 日（水）
18：30～ 海南商工会議所「石庭」
和歌山西ＲＣ 10 月 10 日（水）→ 10 月 10 日（水）
地区大会記念ゴルフ
10 月 17 日（水）→ 10 月 18 日（木）
18：00～ 魚菜八風
10 月 24 日（水）→10 月 28 日（日）
ホテルグランヴィア和歌山
岩出ＲＣ
10 月 11 日（木）→10 月 13 日（土）
18：00～ ANA クラウンプラザホテル神戸
（創立３３周年＆中文ＲＣ歓迎親睦例会）
田辺東ＲＣ
10 月 17 日（水）→10 月 17 日（水）
12：30～ 株式会社カナセ
職場見学
有田 2000ＲＣ 10 月 17 日（水）→10 月 20 日（土）
白崎海岸清掃奉仕移動例会
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和歌山東ＲＣ

10 月 18 日（木）→10 月 18 日（木）
18：30～ ダイワロイネットホテル
和歌山北ＲＣ 10 月 22 日（月）→10 月 20 日（土）
大阪・神戸方面
秋の日帰り親睦家族旅行
有田南ＲＣ 10 月 23 日（火）→10 月 20 日（土）
親睦行事のため
和歌山南ＲＣ
10 月 26 日（金）→10 月 25 日（木）
18：30～ アバローム紀の国
和歌山城南ＲＣとの合同夜間例会
和歌山東南ＲＣ 10 月 31 日（水）→10 月 31 日（水）
18：30～アバローム紀の国
和歌山中ＲＣとの合同例会
○休会のお知らせ
有田南ＲＣ
10 月 9 日（火）
粉河ＲＣ
10 月 10 日（水）
有田 2000ＲＣ 10 月 10 日（水）
田辺東ＲＣ
10 月 10 日（水）
和歌山東南ＲＣ 10 月 10 日（水）
海南ＲＣ
10 月 10 日（水） 10 月 31 日（水）
和歌山東ＲＣ
10 月 11 日（木）
海南西ＲＣ
10 月 11 日（木）
岩出ＲＣ
11 月 22 日（木）
○10 月ロータリーレート
１＄＝１１２円
７．出席率 80％目指そうフォーラム
各テーブルで、出席率を上げるための話し合いを行い
ました。
[発表]
上野山 雅也 君
若い会員が増えれば出席率が下
がるのは世の常です。
花畑 重靖 君
初恋の話をしていました。楽し
い話をすれば、出席率も上がり
ます。
赤松 昭二 君
コミュニケーションを取る事が
出席率向上の核になると思いま
す。
寺下
卓 君
例会以外の活動行事を中心に持
っていくのも１つの手段です。
土井 元司 君
今のままがよいのでは？無理に
出席率にこだわらなくても・・・
倉橋 利徳 君
もっと出席したいです。出席率
の低い人が出席するのが向上の
１つです。
谷脇 良樹 君
有田・有田南ＲＣの出席率はす
ごいです。海南東ＲＣの親睦性
は突出していると思います。こ
れを大事に！
山畑 弥生 君
出席なくてはロータリアンの意
味なし。皆さん出席して下さい。

８．閉会点鐘

クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

次回例会
10 月 1 日（月）第 1971 回 例会
12:30～ 海南商工会議所４階
会員卓話 「米山月間について」
米山記念奨学会 山東 剛一 委員長

10 月のお祝い
○会員誕生日
2 日 魚谷 幸司 君
5 日 大江 久夫 君
14 日 小久保 好章 君
14 日 千賀 知起 君
26 日 谷脇 良樹 君
○奥様・旦那様誕生日
3 日 山東 久枝 様
20 日 岩井 まり子 様
24 日 瀬藤 憲康 様
○結婚記念日
12 日 村田 宏之 君
19 日 木地 義和 君
19 日 上中 嗣郎 君
24 日 山東 剛一 君
25 日 荻野 昭裕 君
31 日 千賀 知起 君
○奥様を偲ぶ
2005 年 10 月ご逝去 宮田 任子 様
○一般ニコニコ
荻野 昭裕 君 昨日の台風で今日東京から帰って
きました。東京の通勤ラシュを味わ
いました。
中西 秀文 君 土・日と歯科医師会で神戸に行って
来ました。ヘレ肉は最高でした。
田中 秀夫 君
80％出席に協力させて頂きました。
ミニゴルフコンペの入金

世界ポリオデーイベントを
ライブストリーミングで観よう
今年のロータリーの世界ポリオデーイベントは、10 月
24 日に米国フィラデルフィアで開催されます。とはい
っても、わざわざフィラデルフィアに足を運ぶ必要は
ありません。フィラデルフィア現地時間の午後 6 時半
から（日本時間の 25 日午前 7 時半から）、お使いのパ
ソコンやスマートフォンのライブストリーミング（ネ
ット中継）でご覧いただけます。イベントの録画も、
後日 endpolio.org/ja からご視聴いただけます。
今年のライブストリーミングは、日本語、フランス
語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、
スペイン語の同時通訳つきでご視聴いただけます。イ
ベントの会場は、アメリカ医学発祥の場所と言われる
College of Physicians of Philadelphia。米国で最も
古い医学系団体でもあります。

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一

千賀 知起

