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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1992 回例会
平成 31 年 4 月 15 日(月)
12：30～ 海南商工会議所４F
会員卓話 谷脇 良樹 君
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 42 名
出席者数 20 名
出席率 61.90 ％ 前回修正出席率 48.78 ％
４．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん、こんにちは！今日
は、早朝よりテレビにくぎ付
けでしたが、マスターズでタ
イガーウッズが優勝しまし
たね！タイガーの優勝は 14
年ぶりと云うことで、私達に
諦めてはいけないと云う夢
と希望を与えてくれたと思
います。
さて、本日は、初めに RYLA についてお話します。
ライラとは、1959 年オーストラリア・クイーンズラ
ンド州の自治権獲得百周年記念祝賀会に、イングラ
ンドのエリザベス女王がアレクサンドリア王女を
女王の名代として派遣した時に、王女と同世代の青
年達を招き、王女と会う機会を作ろうと計画されま
した。そしてオーストラリア中から集まった青年リ
ーダー達のホストを、ブリスベンロータリークラブ
が務めました。これを機に青年達の才能の豊かさに
感心したロータリアン達は、この催しを毎年行うこ
とを決め、各クラブ 2 名の青年を選んでブリスベン
に招待し、1 週間文化や社会などの教育プログラム
に参加させる事になりました。そして 12 年後の 1971
年に RI（国際ロータリー）によって（Rotary Youth
Leadership Awards ）の頭文字をとり RYLA として
採択され世界的なプログラムに発展し、5 年後の
1976 年には、日本でも「ロータリー青少年育成プロ
グラム」として始まりました。このプログラムの目
的は、異なった職業に従事する青少年達が共同生活
を通じて心を開き、語り合い、親交を深めながら身
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幹事 中村 俊之
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近なテーマで討論し、問題解決の道を見つけて行く
訓練の場を与えます。そして、その中でロータリー
の理念と奉仕の理想を学ばせ、より良き社会人とし
て明日をリードする指導者として成長することを
目的としています。また、ロータリアンにとっても、
青年達と行動を共にすることで、若者達をより一層
理解することが出来るメリットがあります。
当地区では、5 月 3 日（金）～5 日（日）まで 2
泊 3 日の日程で「第 37 回 RYLA 研修セミナー」が、
和歌山市加太の青少年
国際交流センターで開
催されます。今回のプロ
グラムは、「食育、命の
たいせつさ」をテーマと
して 14 歳～34 歳までの研修セミナー生、そしてロ
ータリアンとその家族の皆さんの参加を募集して
います。当クラブからは、中西さんが参加されます。
既に募集を締め切っておりますが、連休の狭間と云
うこともあって参加者が少なく、会員は勿論のこと、
ご子息始め、ご家族の皆さんに参加をお薦め頂けれ
ば幸いです。
次に来月 5 月 26 日（日）の家族会についてです
がバス 2 台予約しておりますのが、現在参加人数は
47 名です。バス 2 台では、
多くの空席が出ますので、
万障お繰り合わせの上、ご家族のご参加を宜しくお
願い致します。
次に、お手元に、次年度の理事、役員、委員会名
簿をお配りしております。4 月 22 日と 5 月 20 日の
例会では、次年度委員会別のお席と致しますので、
ご自分が、どの委員会に属しているかをお確かめ下
さい。詳細は、委員会報告で寺下会長エレクトより
説明があります。では、後程、谷脇さんにスピーチ
お願い致しまして終わります。
５．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
那智勝浦ＲＣ
4 月 25 日（木）→4 月 25 日（木）
12:30～ 宇久井ビジターセンター
（那智勝浦町宇久井）
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６．委員会報告
○次年度委員会編成 会長エレクト 寺下 卓 君
次年度の委員会編成については、
3 月 25 日例会で細則変更、4 月 8
日に役員・理事予定者会議を経て、
4 月 12 日の理事会でご承認いただ
きましたので、別紙のとおりお願
いします。基本方針として、小委
員会は委員長と副委員長含め、会
員は一人２委員会へ所属していただくこととしま
した。なお、副委員長には前年の委員長経験者や地
区委員の方に入っていただきました。サポートを宜
しくお願いします。
７．会員卓話
谷脇 良樹 君
私の自説を中心に展開します
がよろしくお願いします。
42 名の会員が、愛する自分た
ちのクラブに対する本当に熱い
想いを今回のＩＤＭで語ってく
れる、くれた、その重みを大切
にして本曰の卓話に臨みます。
１.自己紹介
２.海南東ロータリークラブ
３.ＩＤＭのタイトル
４.会員みなさんのロータリー意識
５.周年事業と奉仕事業
６.ロータリーの親睦と海南東 RC の親睦感
７.みんなが想う明日の海南東ロータリークラブ
８.結び
８．閉会点鐘
次回例会 第 1992 回 例会 4 月 22 日（月）
12:30～ 海南商工会議所４階
会員卓話 阪口 洋一 君

谷脇 良樹 君

魚谷 幸司 君

本日卓話させて頂きます。面白
くないですが、お付き合いよろ
しく。
有田東急ゴルフで優勝しまし
た。21 日（日）の地区研修協
議会は、出席出来なくて申し訳
ございません。

2020-2022 年度 理事ノミニー発表
バリー・ラシン会長は、第 2、9、13A、17B、21B、
25B、28、33 ゾーンより、以下のロータリアンを 2020
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

‐22 年度に国際ロータリー理事を務める理事ノミ
ニーとして宣言しました。これらのロータリアンは
2019 年ハンブルグ国際大会で理事に選出されます。
ゾーン：2 辰野克彦 クラブ：東京西（日本）
ゾーン：9 劉啟田 クラブ：楊梅（台湾）
ゾーン：13A ロジャー・ロアー クラブ： ポン
-オードゥメール（フランス）
ゾーン：21B アイカテリニ・コサリ・パパディ
ミトリウ クラブ：ペンテリ（ギリシャ）
ゾーン：25B スーザン C. ハウ クラブ：スペ
ースセンター（米国テキサス州）
ゾーン：28 バレリー K. ウェイファー クラ
ブ：コリンウッド・アンド・サウスジョ
ージアンベイ（カナダ、オンタリオ州）
ゾーン：33 ピーター R. カイル クラブ：キャ
ピトルヒル（ワシントン D.C.）
15-Apr-2019

2020-2021 年度ロータリー会長は
スシル・グプタ氏
インド・デリーミッドウェスト RC 所属
ロータリーの人道奉仕のイン
パクトを高め、会員基盤の多様化
を進めることがグプタ氏の願い
です。「個人でできることには限
界があります。しかし 120 万人も
のロータリアンが一致団結すれ
ば、不可能なことなどなく、世界
を本当に変えることができるのです」とグプタ氏は
声明の中で述べています。
1977 年にロータリークラブ入会。以来、地区ガ
バナー、研修リーダー、リソースグループ顧問、数々
の RI 委員会の委員長、副委員長、委員を歴任しま
した。

規定審議会が RI 方針への変更を審議
4 月 14～18 日、世界中のロータリー会員がシカゴ
に集まり、国際ロータリーとその加盟クラブの指針
となる組織規定文書への変更について検討します。
3 年ごとに開催される規定審議会はロータリーの
ガバナンスの重要な一部であり、各ロータリー地区
から 1 名ずつ選ばれた代表議員がロータリー組織規
定への変更を求める案件の審議と投票を行います。
今年の審議会には 100 件以上の案件が寄せられま
した。これには、国際ロータリー理事会が後で追加
した新規案件 1 件と修正案 3 件（下記）が含まれて
います。
1.RI を第 501 条(c)(3)項による免税団体へと変更す
ることを RI 理事会に許可する件
2.ローターアクトクラブに RI 加盟を認める件
3.ローターアクト・インターアクト委員会の職務権
限を改正する件
4.準備金に関する方針を改正する件
26-Feb-2019

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一
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