No.2043

District 2640 Japan

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

会長 花畑 重靖

第 2043 回例会
2020 年 9 月 28 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
第 1 回ＩＤＭ報告

幹事 田岡 郁敏

ＳＡＡ 角谷 太基

６．ＩＤＭ報告
テーマ
①コロナ禍でのロータリー活動
②メイクアップに行こう！
③会員増強（退会者の再入会）における 通称「ゴ
ールド会員制度」

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 40 名 出席者数 18 名
出席率 46.15% 前回修正出席率 61.54%
４．会長スピ-チ
会長 花畑 重靖 君
みなさん こんにちは。
暑さ 寒さも彼岸までと言
われ、すっかり良い季候にな
ってきました。まだまだ朝夕
は涼しく、昼は暑い日が続き
ます。GO TO トラベルキャン
ペーンで４連休の 21 日などは、
海南を抜けるのに２時間かか
ったとか。またカラオケ店も
満席で入れない所もでてきました。
この間のＩＤＭには、多数の出席して頂きありが
とうございました。
５．幹事報告
幹事 田岡 郁敏 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山西ＲＣ 10 月 7 日（水）→「カフェ例会」
10 月 28 日（水）→「カフェ例会」
10 月 21 日（水）→10 月 22 日（木）
18:00～ 「魚菜八風
和歌山東ＲＣ
10 月 22 日（木）→10 月 22 日（木）
18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山
○例会休会のお知らせ
有田ＲＣ
10 月 29 日（木）
和歌山中ＲＣ 10 月 30 日（金）
和歌山南ＲＣ 10 月 30 日（金）

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

①コロナ禍でのロータリー活動
コロナ禍を乗り越えるため、全世界でロータリー
が感染防止、医療支援、社会・生活サポートなど、
多彩な取り組みを行っています。(My ROTARY で紹
介) 新たな奉仕活動についての提案、アイディア
など意見交換をお願いします。
②メイクアップに行こう！
他のクラブの例会にメイクアップすることで、ロ
ータリアンとして、新たな発見が沢山あります。他
のクラブの良いところを学び、今後のクラブの活動
に活かしましょう。
最近はメイクアップ未経験の方も多く、今年度はキ
ャンペーンとして、メイクアップを推奨します。年
1 回のメイクアップを目標に取り組んでみません
か。メイクアップの経験談や未経験者の質問等で情
報交換し、相互に誘い合うなど、チャレンジしてみ
ましょう。
③会員増強（退会者の再入会）における 通称「ゴ
ールド会員制度」
長年ロータリーに在籍し、高齢及び健康上の理由
で過去に退会された方の数名から、通常例会には出
席できないが、会費が RI・地区負担金程度であれ
ば再入会し、会員増強に協力するとの声が花畑会長
に寄せられています。このため、９月度の理事会で
協議したところ、会員の皆様の意見を聴取し、10
年前に提案があった通称「ゴールド会員制度」を検
討することになりました。
通称「ゴールド会員制度」は、定款第 10 条第 5 節
事務所 〒642-0002
海南市日方 1294 (海南商工会議所 4F)
TEL:073-483-0801 FAX:073-483-2266

(b)の出席規定適用免除（ロータリー暦 20 年と年齢
の合計が 85 年以上）の対象となる方で、同時に本
人の申請により、理事会が承認した場合、細則で「ゴ
ールド会員」の称号を与え、会費の減額をするとい
った趣旨のものです。なお、当時は退会防止策とし
て考案・提案された制度です。
発表者（リーダー）

1 組 寺下 卓

2 組 魚谷 幸司

3 組 重光 孝義

4 組 田岡 郁敏 5 組 角谷 太基
①コロナ禍でのロータリー活動
・ソーシャルディスタンス・コロナ感染予防に努め
ロータリー活動を再開する。
・例会等クラブ内の活動については、休会にするよ
りも、今のように運営方法を工夫しながら感染予
防対策に配慮して、可能な限り実施する。
・和歌山は現在感染者はほぼいない状態なので現状
は通常通り行ってもいいのではないか。
・最近食品ロスの問題が取り上げられていますが、
子ども食堂にそのような商品を提供してみては
どうでしょうか？
・新たな奉仕活動を模索するよりも、当面はメンバ
ー各自がロータリアンとしての自覚をもって、終
息後の未来に向けてコロナ禍を乗り越えるよう
頑張ろう！
②メイクアップに行こう
・行った事のない方は年に数回いったらどうか、得
るものも大きいため是非参加する方向ですすめ
てほしい。又、一人での参加が難しい事もある為、
経験者と同行した方が参加しやすい。
・メイクアップに行く事で色んな人との出会いがあ
るので若い人にもぜひ行って欲しい。
・例会運営方法など自分のクラブと他のクラブとの
違いを感じることでロータリーに対する理解が
深まる。交友関係を広げるきっかけになる。
・仕事などで出張したときに、ホテルなど例会を開
催しているところに居合わせたら飛び込んでみ
る（ハードルが高いですが）。
クラブ会報・雑誌委員会 委員長：魚谷 幸司 副委員長:重光 孝義

③会員増強（退会者の再入会）における通称「ゴー
ルド会員制度」
・誰でもゴールド会員になれるわけではない。条件
等をきっちり説明したうえでゴールド会員制度
を新設してもよいのではないかという事で全員
一致した。
・制度を設けること自体に反対する理由はない。
・ゴールドと言う言葉が気になる。本当に入会して
くれるだろうか？本当に入会して頂けるのであ
ればいい。
・会員拡大と同じくらい出席率向上も重要視される
中で、ゴールド会員があまり例会に出席できない
ことが前提であれば、出席規定免除とセットにし
ないと出席率が低下する。再入会者の場合、定款
の例外規定を使って再入会者にも出席規定免除
が適用できるように細則を改正する必要がある。
まとめ
各組とも以上のような意見が出されました。コロナ
禍により世界的にもロータリー活動を自粛して
いる所が多かった。しかし、コロナに対する知
識・予防策を理解、ロータリー活動を再開する方
向で考えている。その取組としてネットの活用も
含めてメイクアップやゴールド会員など、コロナ
にも負けない社会奉仕活動の実現に取り組んで
いければとの意見が出されました。
７．閉会点鐘
次回例会
第 2044 回 2020 年 10 月 5 日(月)
海南商工会議所 4F 19:00
お誕生日、結婚記念日のお祝い

角谷太基 君
日経新聞「魂の声」という企画で
会社を取り上げて頂きました。
ＩＤＭ １組
残金
ＩＤＭ ２組
残金
ＩＤＭ ４組
残金
ＩＤＭ ５組
残金

前田 克仁 綛田 さよ志 田中 祥秀 楠部 均 森脇 節子 土井 元司 千賀 知起

