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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1975 回例会
平成 30 年 11 月 19 日(月)
12:30～ 海南商工会議所４階
会員卓話 「ＩＤＭのまとめ」
R 情報委員長 谷脇 良樹 君

１．開会点鐘
２．ロータリーソング
３．ゲスト紹介
４．出席報告
会員総数 42 名
出席率 50.00 ％

「我等の生業」
一般社団法人和歌山ダルク
理事 池谷 太輔 様

出席者数 21 名
前回修正出席率 70.73 ％

会長 山畑 弥生 君
５．会長スピーチ
皆さん こんにちは！先ず始め
に、和歌山ダルク理事の池田 大輔
様 ようこそお越し下さいました。
後程、寄付金の贈呈をさせて頂き
ますので、少し近況報告宜しくお
願い致します。
それから、一昨日 17 日の IM ご
出席下さいました皆さんご苦労様
でした。
そして、宮崎中央ＲＣ田島直也様より、先日の訪問
の礼状が届いておりますので、ご披露致致します。
（礼状）立冬の候 その后ご健勝の事とお慶び申
し上げます。さて先日は、私共宮崎中央ＲＣから
多数訪問させて頂き大歓迎を受け有難うございま
した。又、二次会では会長の処で楽しい一時を持
つことが出来心からお礼申し上げます。今后とも
両クラブ親睦と理解を深める事を祈念しています。
今后共どうぞ宜しくお願いします。 取急ぎ右お
礼迄。
次に、今月は、ロータリー財団月間ですので財団に
ついて少しお話致します。ロータリー財団の創始者は
1917 年アトランタ国際大会でアーチ・クランフ（ア
メリカ）が「世界でよいことをする」ための基金を提
案したのが始まりです。人々の健康状態を改善し教育
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

への支援を高め貧困を救済することを通じて世界理
解と親善と平和を達成出来るようにする目的を持つ
慈善団体です。
ここで、皆さんの財団への寄付金を資金とする４つ
のプログラムを紹介します。ポリオプラス＝ポリオ撲
滅運動です。当クラブは、
本年度、義捐金積立から
寄付しています。プラス
の意味＝子供の間で流行
する はしか・結核・百日
咳・破傷風などの伝染病
予防にも広がるだろうと云う考えをプラスと表現し
ています。
地区補助金（ＤＤＦ）＝比較的短期間で一回限りの
小規模事業でプロジェクトの分野は問いません。当ク
ラブは、セブ島への支援資金として今年も 6 月に申請
し 9 月に約￥150,000-補助金がおりて来ています。
グローバル補助金（ＷＦ）＝2 カ国以上のクラブや
地区が合同で長期的な持続可能な活動による 6 つの
重点分野①平和と紛争予防と紛争解決②疾病予防と
治療③水と衛生④母子と健康⑤基本的教育と識字率
向上⑥経済と地域社会の発展、これらに沿って１万 5
千ドル～20 万ドルの大規模なプロジェクトです。か
なり審査が厳しいそうですが当クラブでは、本年度ロ
ータリー財団委員会と国際奉仕委員長が一緒になっ
てグローバル補助金の申請に向けて只今奮闘中です。
ロータリー平和センター＝世界平和と紛争予防の
担い手となる人材を育て、平和推進者のネットワーク
を築いています。平和センター提携大学が世界に 7
大学あり最高 100 名が学び授業料、入学金全額、往復
航空券、インターンシップと実地体験の費用が奨学金
として授与され国際関係、平和研究、紛争解決での修
士号や専門能力開発終了証書が取得できます。※日本
では国際基督教大学に平和センターがあります。
この様な事に使われておりますので財団へのご寄
付をどうか宜しくお願い申し上げます。
次に、10 月 27 日（土）地区大会 1 日目、私と中村幹
事の二人が出席致しましたので報告を致します。立野
ＲＩ会長代理の講演に続き、三名の講師の方が、ポリ
オや国際奉仕について講演がございましたが、中でも
元ロータリー財団奨学生で国連難民高等弁務官事務
所（UNHCR）に務められていた中村 恵氏の講演が印象
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に残っております。高等弁務官といえば日本初、そし
て女性として初の緒方 貞子さんが有名ですが、この
方は、緒方さんの後輩に当たります。内容は、財団奨
学生の学友で日本人女性 7 名が、国連難民高等弁務官
として現在各国の紛争地域や事務所で働いていると
のことで、その方々の近況をお話下さいました。私達
の寄付金が世界平和の為に活躍する強い女性を育て
たのだと思うと大変感銘を受けました。
その後、選挙人会議がありクラブ会員数 38 名以上
は、2 名出席出来ますので私と中村幹事が出席致しま
した。審議事項は、選挙人全員賛成で可決され、詳細
の報告は、時間の都合もあり当クラブのホームページ
の週報に掲載致しますので、ご覧頂ければと思います。
この後の、RI 会長代理歓迎晩餐会では、樫畑ガバ
ナーが自らお作りになったフルーティなビールを頂
きながら和やかに第一日目が終了致しました。では、
後程、情報規定委員長の谷脇さんに卓話を宜しくお願
い致しまして私のスピーチは終わります。
【選挙人会議の審議事項】
1、2017～2018 年度(前年度)の地区財務報告採択の件
2、2021～2022 年度ガバナーノミニー選出方法選択の件
国際ロータリー細則 14．020 に定める指名委員会の
手続きによって選出するものとする。
3、指名委員会の職務権限並びに選出方法の件
（1）指名委員の選出方法等
・指名委員は、地区大会の選挙人会議において出席
選挙人の過半数によって選出、3 名の指名委員で
構成し、委員の互選によって委員長を選出する。
指名委員は連続 3 期を超えないものとする。
（2）指名委員会の職務権限
・指名委員会は、ガバナーノミニーとして求めうる
最上の候補者を探し出し、推薦する任務を負う。
4、2021～2022 年度ガバナーノミニー指名委員選出の件
辻 秀和 PG・福井 隆一 PG・岡本 浩 直前ガバナー
の 3 名が選出された。
5、規定審議会補欠議員の辞任に伴う補欠議員選出の件
議員は、成川 守彦 PG ですが、補欠議員は前窪 貫
志 PG が就任されていましたが、体調不良のため辞
任、代わりに福井 隆一 PG が就任された。
6、2019～2020 年度地区大会開催地、開催日の件
ホテルアゴーラリージェンシー堺に於いて、2019
年 10 月 16 日㈯～17 日㈰ 開催
7、今次地区大会上程決議案の件
※審議事項上記 1～7 は、77 名賛成、反対 0 で全て
可決（選挙人 78 名 内議長 1 名）
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山西ＲＣ 12 月 5 日（水）→12 月 5 日（水）
18：00～ 「古川」和歌山市太田
12 月 12 日（水）→12 月 12 日（水）
12：00～「ファンシー例会」
「七福座」和歌山市新雑賀町
○休会のお知らせ
有田 2000ＲＣ
11 月 21 日（水）12 月 26 日（水）

７．委員会報告
○米山記念奨学会委員会
委員長 山東 剛一 君
10 月は「米山月間」でした。既に、多くの皆さん
にご寄付をいただいています。11 月 17 日(土)に第 2
分区のＩＭの委員長会議に出席しました。中国の学生
が多いとの件では、政治と学生とは切り離して理解す
る必要があります。当クラブの過去の米山奨学生にも
中国の方がいました。素晴らしい青年でした。引き続
き、ご理解とご協力をお願いします。
○ロータリー財団委員会
委員長 魚谷 幸司 君
11 月は「ロータリー財団月間」です。
少し、勉強してきました。皆様のご理解
とご協力、ご寄付を宜しくお願いします。
200 ドルとは言いませんので、100 ドル
でも結構です。宜しくお願いします。
○国際奉仕委員会
委員長 寺下
卓 君
来年の 6 月 1 日～5 日にドイツのハンブルグで世界
大会が開かれます。参加いただける方は、お申し出く
ださい。12 月 15 日までの登録で割引があります。
○８マル会
幹事 箕嶋 利一 君
2019 年 1 月 27 日(日)にサンリゾート CC でコンペ
を開催します。案内を配りましたので、多くのご参加
をお願いします。
８．和歌山ダルクへ支援金寄贈
和歌山ダルク理事 池田 大輔 様
本日はお招きいただき、有難
うございます。長年ご支援をい
ただき、本当に感謝しています。
和歌山ダルクはご存知の様に
薬物依存症をはじめとする嗜
癖行動問題に関する支援を行
っております。現在、入所者は
5 名で、アメリカの回復プログ
ラムを取り入れ、回復を行っています。このほか、薬
物の乱用防止について高校生に啓発したり、いろいろ
な取り組みを行っています。5 月に知事表彰をいただ
きました。今後ともご支援をお願いします。
９．会員卓話
「ＩＤＭのまとめ」
R 情報委員長 谷脇 良樹 君
10 月にＩＤＭを開催していただ
きました。それぞれのリーダーの方
から、報告書をいただきましたので、
まとめて報告させていただきます。
各組のリーダー及びサブリーダー
の皆様、ご苦労様でした。各組全部、
活発な意見があったと報告書を通じ
で感じられます。今回のテーマは「会員 50 名を求め
て」ですが、常に目標を持っていないと増強のみなら
ず、クラブの存立そのものが心配になります。よって、
今回は毎度、変わらぬテーマでしたが、あえて、この
テーマとさせていただきました。
今回、6 組に分かれて 33 名の方に出席いただきま
した。出席率が約 80％で、多くのご出席、有難うご

ざいました。例会の出席率が悪い中、とても良かった
とおもいます。
報告の中で、気にかかったことは、「例会で新会員
の卓話で自己紹介がありますが、他の会員の事がわか
らない」という報告がありました。全くそのとおりで、
他のクラブでも同じような事があるそうです。一考を
要すると思います。次に「メークアップを全員、経験
すればどうか」この必要性は大いにあると思います。
海南東 RC の例会と違うところを他のクラブの例会で
体験してもらうことは非常に良いことだと思います。
各組の報告は以下のとおりです。
【1 組】リーダー 清水 敏光 君
日時 10 月 23 日（火）19：00～
場所 魚彩酒うたげ
参考資料 機須賀ロータリー出席率向上のために、ど
のような対策をとれば良いかの意見書集
意見
・メークアップを会員全員、経験すれば、ロータリー
の仕組みや面白さ・達成感等を得るのではないか是
非、経験のない会員は体験するべきだと思う。
・出席率の悪い会員へのアプローチ､フォローアップ
が必要。理由として、しばらく参加していないと出
席しづらい。
・全会員に出席しやすい時間帯・曜日のアンケートを
とり集計し、調査する。集計後、時間帯や曜日を会
員で検討する。
・定年した方も何か役に立ちたいと思っている方は多
いのではないか？そういった方に斡旋し会員にな
ってもらえないだろうか`，
・夜の例会を増やし、楽しくできないか。
・新人は、最初に卓話を行い、自己紹介するが、先輩
方の今までの取り組みや、体験談、趣味等々知らな
い事がたくさんあり、卓話等で話して頂ければうれ
しい。
・卓話についてもアンケート調査しても良いのではな
いか？
・興味のある卓話であれば出席率も向上するのではと
思う。
例：卓話（魅力ある講師の講演・先輩方のロータリ
ーでの歴史、思い出話）
・趣味の野球、ゴルフ、飲食等で懇親を深められる会
員もいるが、参加できない方もいる。今回のような
少人数制での先輩、新人との IDM は貴重。学ぶ事も
多く、頻度を多くしても良いのではと感じる。
まとめ
以上、今回の IDM の意見交換の内容となります。出
席者 5 名でしたが、先輩と一緒にロータリーのことに
つき、話し合う機会というのは本当に少なく、我々3
名の１年に満たない会員にとっては、ロータリーでの
今までの活動状況、方向性、理念等を勉強することが
できた貴重な IDM でした。

【2 組】リーダー 前田 克仁 君
日時 10 月 23 日（火）19：00～
場所 美登利
意見
・今年度入会予定者が 1 名いるが、退会希望者も 2～
3 名おり、2019-2020 年度 寺下会長年度のスタート
時点で純増 0（41 名）の見込み。
・青年会議所の現役メンバーや近年の OB に候補者は
数名いるが、入会に至るのは数年後か。
・会員以外（入会候補者）も参加できる趣向を凝らし
た例会を企画し、ロータリークラブに対する理解を
深めてもらい入会への精神的なハードルを下げる。
・野球部の練習試合を海南、和歌山の青年会議所と行
いました。甲子園大会の魅力で将来的な入会を促す。
・毎年 1～2 名の入会者を確保するとともに退会防止
に全力を尽くす。
【3 組】リーダー 魚谷 幸司 君
日時 10 月 25 日(木) 19 時～
場所 魚彩酒うたげ
意見
・現会員（退会の予備軍が沢山いるななか）の退会防
止に努める。
・入会の浅い人に役を担ってもらう。
・海南３クラブの合併を考えてもいいのでは？
（現時点では諸事情があり難しい）
・近いグループの人が集まり、入会に脈がありそうな
人を推薦する。
・入会に疑心暗鬼な人にはオブザーバーとして参加し
てもらう。
・仕事が忙しい人も多く、夜間例会の開催時間を 19
時に統一しては。
・昼間に仕事を抜けられない人も多く、夜間例会を 2
回にする。
・例会を月回とし、会員は出席できるように前もって
準備する。
【4 組】リーダー 田中 祥秀 君
日時 10 月 19 日(金) 19 時～
場所 美登利
意見
・会員増強に力を入れると同時に、退会防止にも力を
入れなければならない。
・会員増強するには、元会員のご子息を勧誘する。
・会員の同業者に声をかける。
・JC を卒業する人に声をかける。
・退会防止では、皆がやめたくないと思う魅力あるク
ラブづくりが必要となってくる。
・皆が出席しやすい例会づくりや出席しやすい時間帯
に変更（例えば、夜間例会を増やす）。
・同好会を通じて、交友することも重要である。

【5 組】リーダー ⾓⾕ 太基 君
日時 10 月 19 日(金) 19 時～
場所 田中屋
意見
・会員人数＝ピーク時 70 名強、直近最少時＝40 名、
現状 42 名
・過去の流れを振りかえると、ＪＣの先輩、後輩のつ
ながりでの入会が目立つ
・ＪＣの人脈を使う
・入会した人の共通のきっかけは、友人、知人からの
声かけ
・目標として、この組で、上半期中（1 月中）に一人
入れる
・他の組も上記同様のキャンペーンを組む＝6 組×1
人＝合計 6 名新規追加 ＝合計 48 名会員目標
・二世会員をピンポイントで攻める＝ターゲット事例
＝山善の楠部さん
・業種として、以外と縁のない業界を攻めては
（電気工事関係他？）
・金融機関（銀行＝紀陽、きのくに）や、公共事業企
業（関電、ＮＴＴ）の海南地区の責任者も勧誘して
は？（異動があった時は、後任者が自動継続）
【6 組】リーダー 赤松 昭二 君
日時 10 月 15 日(月) 19 時～
場所 美登利
意見
・年間に 2～3 名の増強をするには、4～6 名の勧誘が
必要ではないか。
・入り口を入りやすくして、頑張ってもらう。
入会時、ロータリーの楽しさをきっちりと伝え、飲
み会やゴルフ等の親睦活動でしっかりコミュニケ
ーションをとり、ロータリーの環境に慣れてから奉
仕活動に勤しんでもらう。
・入会勧誘で堅苦しいことを言うと敬遠されるのでは
ないか。
・出席の有無を問わず、会費集め目的の入会も OK で
はないか。
・商工会、商工会議所や納税協会から引っ張ってくる
のが手っ取り早いのではないか
・退会防止については、親睦をいかに活かして出席率
を上げるか。
・例会欠席が多くなると退会者増える
・飲み会や趣味等でしっかりコミュニケーションをと
り、出席率を上げる。
・奥さん同士の繋がりを深くする。
・フィリピン等での奉仕活動を家族にも認めてもらう。
・今すぐではないが、事務局の後任も考えておかなけ
ればならない。

クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

10.米山功労者の表彰
山畑 弥生 君

12．閉会点鐘
次回例会 11 月 26 日（月）第 1976 回 例会
12:30～ 海南商工会議所４階
ゲスト卓話
元海南税務署 山田 健児 様

谷脇 良樹 君
田岡 郁敏 君

本日卓話よろしくお願いします。
宮崎中央ＲＣありがとうござい
ます。
清水 敏光 君 「うたげ」のおせちのちらし、よ
ろしくお願いします。
綛田 さよ志 君 11 月 22 日、横浜、山下町のメ
ガドンキーに出展します。
魚谷 幸司 君
ロータリー財団の寄付をよろし
くお願いします。

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

