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実施日実施日実施日実施日                    2002200220022002年年年年 11111111月９日（土）月９日（土）月９日（土）月９日（土）    
    
                            会会会会        場場場場                橋本カントリークラブ橋本カントリークラブ橋本カントリークラブ橋本カントリークラブ 2F2F2F2F    特別室特別室特別室特別室    

    
ホストホストホストホスト                    橋本ロータリークラブ橋本ロータリークラブ橋本ロータリークラブ橋本ロータリークラブ    
    

         2002200220022002年～年～年～年～2003200320032003年度年度年度年度 IMIMIMIMテーマテーマテーマテーマ    
    

                            【ロータリーに入会してよかった】【ロータリーに入会してよかった】【ロータリーに入会してよかった】【ロータリーに入会してよかった】    
    
        ➀➀➀➀    ・・と思えるクラブはどのようなクラブなのか？・・と思えるクラブはどのようなクラブなのか？・・と思えるクラブはどのようなクラブなのか？・・と思えるクラブはどのようなクラブなのか？    
                
        ➁➁➁➁    そのようなクラブにするために会員としてどのような努力が必要なのか？そのようなクラブにするために会員としてどのような努力が必要なのか？そのようなクラブにするために会員としてどのような努力が必要なのか？そのようなクラブにするために会員としてどのような努力が必要なのか？    
    
        ➂➂➂➂    クラブとして活動はどのようにすればよいか？クラブとして活動はどのようにすればよいか？クラブとして活動はどのようにすればよいか？クラブとして活動はどのようにすればよいか？    
            

                    ””””IM4IM4IM4IM4 組の仲間はすべて友達になろう”組の仲間はすべて友達になろう”組の仲間はすべて友達になろう”組の仲間はすべて友達になろう”    
    
   参加クラブ参加クラブ参加クラブ参加クラブ    
    
    岩出ロータリークラブ岩出ロータリークラブ岩出ロータリークラブ岩出ロータリークラブ        打田ロータリークラブ打田ロータリークラブ打田ロータリークラブ打田ロータリークラブ                粉河ロータリークラブ粉河ロータリークラブ粉河ロータリークラブ粉河ロータリークラブ    
    高野山ロータリークラブ高野山ロータリークラブ高野山ロータリークラブ高野山ロータリークラブ    橋本紀ﾉ川ロータリークラブ橋本紀ﾉ川ロータリークラブ橋本紀ﾉ川ロータリークラブ橋本紀ﾉ川ロータリークラブ    橋本ロータリークラブ橋本ロータリークラブ橋本ロータリークラブ橋本ロータリークラブ 

慈愛の種を播きましょう慈愛の種を播きましょう慈愛の種を播きましょう慈愛の種を播きましょう    

2002‐2003年度国際ﾛｰﾀﾘｰのテーマ 

 
 
 
 
 
 
  



 1

ププププ    ロロロロ    ググググ    ララララ    ムムムム            平成 14年 11月 9日土曜日 

    時時時時    間間間間    所所所所    要要要要    
時時時時    間間間間  

        事事事事        項項項項            担担担担    当当当当    者者者者    等等等等        
12121212：：：：00000000～～～～    
            14141414：：：：00000000    

    登録受付登録受付登録受付登録受付        

50505050分分分分    部門別会議部門別会議部門別会議部門別会議        
                                        （カウンセラー）（カウンセラー）（カウンセラー）（カウンセラー）  

    財団委員長会議財団委員長会議財団委員長会議財団委員長会議    パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー                                                中島冶一郎中島冶一郎中島冶一郎中島冶一郎    
米山委員長会議米山委員長会議米山委員長会議米山委員長会議    パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー                                                大丸大丸大丸大丸    昌讓昌讓昌讓昌讓    
社会奉仕委員長会議社会奉仕委員長会議社会奉仕委員長会議社会奉仕委員長会議    パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー                                                水田水田水田水田    博史博史博史博史    

12121212：：：：00000000～～～～    
            13131313：：：：50505050    

    

情報・規定・広報委員長会議情報・規定・広報委員長会議情報・規定・広報委員長会議情報・規定・広報委員長会議  パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー                                            亀岡亀岡亀岡亀岡    弘弘弘弘    
開会式開会式開会式開会式    司会司会司会司会    フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム SAASAASAASAA            小西小西小西小西    捷冶捷冶捷冶捷冶    
点点点点    鐘鐘鐘鐘    ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長                    谷口善志郎谷口善志郎谷口善志郎谷口善志郎    
君が代・奉仕の理想君が代・奉仕の理想君が代・奉仕の理想君が代・奉仕の理想    ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー                            平林平林平林平林    國男國男國男國男    
開会の言葉開会の言葉開会の言葉開会の言葉    フォーラム委員長フォーラム委員長フォーラム委員長フォーラム委員長                    後藤後藤後藤後藤    光基光基光基光基    
歓迎の言葉歓迎の言葉歓迎の言葉歓迎の言葉    ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長                    谷口善志郎谷口善志郎谷口善志郎谷口善志郎    
ｶﾞﾊﾞﾅｰｶﾞﾊﾞﾅｰｶﾞﾊﾞﾅｰｶﾞﾊﾞﾅｰ,,,,ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介    ゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダー                    楠楠楠楠        公延公延公延公延    
ゼネラルリーダー挨拶ゼネラルリーダー挨拶ゼネラルリーダー挨拶ゼネラルリーダー挨拶    ゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダー                    楠楠楠楠        公延公延公延公延    
ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶    ガバナーガバナーガバナーガバナー                                    小島小島小島小島    哲哲哲哲    
来賓紹介（ガバナー補佐）来賓紹介（ガバナー補佐）来賓紹介（ガバナー補佐）来賓紹介（ガバナー補佐）    フォーラム委員長フォーラム委員長フォーラム委員長フォーラム委員長                    後藤後藤後藤後藤    光基光基光基光基    

14141414：：：：00000000～～～～    
            14141414：：：：30303030    
            

30303030分分分分    

参加クラブ出席報告参加クラブ出席報告参加クラブ出席報告参加クラブ出席報告    登録委員長登録委員長登録委員長登録委員長                                松岡松岡松岡松岡    弘治弘治弘治弘治    
14141414：：：：30303030～～～～    
            16161616：：：：00000000    

90909090分分分分                全体会議全体会議全体会議全体会議        ＝サンドイッチパーティ＝＝サンドイッチパーティ＝＝サンドイッチパーティ＝＝サンドイッチパーティ＝    
       (       (       (       (大いに語り合いましょう）大いに語り合いましょう）大いに語り合いましょう）大いに語り合いましょう）    
    
①各クラブ親睦活動の現状発表①各クラブ親睦活動の現状発表①各クラブ親睦活動の現状発表①各クラブ親睦活動の現状発表            各クラブ親睦活動委員長各クラブ親睦活動委員長各クラブ親睦活動委員長各クラブ親睦活動委員長    
②各自交流会②各自交流会②各自交流会②各自交流会    名刺交換会名刺交換会名刺交換会名刺交換会                    自己紹介等自己紹介等自己紹介等自己紹介等    
③ｼﾞｪﾈﾗﾙﾘｰﾀﾞｰのﾌﾘｰﾄｰｸ③ｼﾞｪﾈﾗﾙﾘｰﾀﾞｰのﾌﾘｰﾄｰｸ③ｼﾞｪﾈﾗﾙﾘｰﾀﾞｰのﾌﾘｰﾄｰｸ③ｼﾞｪﾈﾗﾙﾘｰﾀﾞｰのﾌﾘｰﾄｰｸ                            コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター            楠楠楠楠        公延公延公延公延    

閉会式閉会式閉会式閉会式    司会司会司会司会    フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム副副副副 SAASAASAASAA            吉田吉田吉田吉田    裕裕裕裕    
概概概概    評評評評    ゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダー                        楠楠楠楠            公延公延公延公延    
ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶ガバナー挨拶    ガバナーガバナーガバナーガバナー                                    小島小島小島小島    哲哲哲哲        
次期ホストクラブ発表次期ホストクラブ発表次期ホストクラブ発表次期ホストクラブ発表    ガバナーガバナーガバナーガバナー                                    小島小島小島小島    哲哲哲哲    
次期ホストクラブ会長挨拶次期ホストクラブ会長挨拶次期ホストクラブ会長挨拶次期ホストクラブ会長挨拶    粉河ロータリークラブ会長粉河ロータリークラブ会長粉河ロータリークラブ会長粉河ロータリークラブ会長    榎本榎本榎本榎本    文博文博文博文博    
閉会の言葉閉会の言葉閉会の言葉閉会の言葉    フォーラム副委員長フォーラム副委員長フォーラム副委員長フォーラム副委員長                奥田奥田奥田奥田    義之義之義之義之    
手に手つないで手に手つないで手に手つないで手に手つないで    ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー                        平林平林平林平林    國男國男國男國男    

16161616：：：：00000000～～～～    
            16161616：：：：30303030    

30303030分分分分    

点点点点    鐘鐘鐘鐘    ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長                    谷口善志郎谷口善志郎谷口善志郎谷口善志郎    

    
           IM 4IM 4IM 4IM 4組実行委員会組織表（ホスト橋本組実行委員会組織表（ホスト橋本組実行委員会組織表（ホスト橋本組実行委員会組織表（ホスト橋本 RCRCRCRC）））） 

      フォーラム委員会役員フォーラム委員会役員フォーラム委員会役員フォーラム委員会役員    ホストクラブ役員ホストクラブ役員ホストクラブ役員ホストクラブ役員    
フォーラム委員長フォーラム委員長フォーラム委員長フォーラム委員長    後藤後藤後藤後藤    光基光基光基光基    会会会会            長長長長        谷口善志郎谷口善志郎谷口善志郎谷口善志郎    
フォーラム副委員長フォーラム副委員長フォーラム副委員長フォーラム副委員長      奥田奥田奥田奥田    義之義之義之義之    会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト        奥田奥田奥田奥田    義之義之義之義之    
幹幹幹幹                事事事事        奥村奥村奥村奥村    浩章浩章浩章浩章    副副副副    会会会会    長長長長        前田前田前田前田    米藏米藏米藏米藏    
SSSS      A    A  A    A  A    A  A    A        小西小西小西小西    捷治捷治捷治捷治    幹幹幹幹            事事事事        平井平井平井平井    孝幸孝幸孝幸孝幸    
副副副副  S  A  A  S  A  A  S  A  A  S  A  A        吉田吉田吉田吉田        裕裕裕裕    SSSS   A   A   A   A   A   A   A   A        米田米田米田米田    恵一恵一恵一恵一    
会会会会                計計計計        中村中村中村中村    嘉宏嘉宏嘉宏嘉宏    会会会会            計計計計        喜多喜多喜多喜多    啓允啓允啓允啓允    
ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー    平林平林平林平林    國男國男國男國男            
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１．部門別会議（１．部門別会議（１．部門別会議（１．部門別会議（13131313：：：：00000000～～～～13131313：：：：50505050））））    
（１）財団委員長会議（１）財団委員長会議（１）財団委員長会議（１）財団委員長会議    
        カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー        ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ    中島治一郎中島治一郎中島治一郎中島治一郎 

 
岩本行弘財団部門委員長）岩本行弘財団部門委員長）岩本行弘財団部門委員長）岩本行弘財団部門委員長） ポリオにつきまして
は国際ロータリー100周年記念の2005年のポリオ
終結宣言を目指し、最後の追い込みに入っていま
す。研究グループ交換（ＧＳＥ）は派遣と受入が
隔年になり、次年度にはブラジルの 4640 地区へ派
遣、次々年度に国際大会に合わせて受入れをする
ことになっています。 
吉田喜代司地区ポリオ･プラス委員長）吉田喜代司地区ポリオ･プラス委員長）吉田喜代司地区ポリオ･プラス委員長）吉田喜代司地区ポリオ･プラス委員長）    ポリオ
に対して当地区 75 クラブ中 65クラブより集計で
7,453,800 円のご寄付を頂き、早速送らせて頂き
ました。ご協力有難うございました。 
中島治一郎カウンセラー）中島治一郎カウンセラー）中島治一郎カウンセラー）中島治一郎カウンセラー） 今年に入って 1,023
名のポリオの発症が確認されており、特に多いの
がインドで、ナイジェリア、パキスタンと続いて
います。ＷＨＯでは今まで以上に綿密にワクチン
投与を行うようで、筆舌に尽くしがたい努力をし
て頂いています。 
岩本行弘財団部門委員長）岩本行弘財団部門委員長）岩本行弘財団部門委員長）岩本行弘財団部門委員長）    この熱意をクラブに
お持ち帰り頂いて、会員皆様にお伝えください。
上山英明地区財団奨学委員長）上山英明地区財団奨学委員長）上山英明地区財団奨学委員長）上山英明地区財団奨学委員長） 財団奨学生には
ロータリーを理解して頂き、その上で国際親善と
勉学に励んで頂いて、帰国後も学友として活躍し
て頂くことが大切だと思っています。奨学生の募
集要項等詳細については資料をご覧ください。 
矢倉甚兵衛地区財団増進委員長）矢倉甚兵衛地区財団増進委員長）矢倉甚兵衛地区財団増進委員長）矢倉甚兵衛地区財団増進委員長） 私共はご寄付
をお願いするのが役目です。今年度は特にポリオ
がクローズアップされていますが、財団奨学生、
ＧＳＥも大切なプログラムであり、特に奨学生を
ご推薦頂きますと、その成長ぶりをみることがで
きて、寄付して良かったと実感して頂けると思い
ます。積極的なご推薦をよろしくお願いします。
中島治一郎カウンセラー）中島治一郎カウンセラー）中島治一郎カウンセラー）中島治一郎カウンセラー） 当地区は財団への寄
付額が非常に優秀で、これも偏に皆様方のご理解

の賜であると感謝しています。今後ともよろしく
お願い致します。 
（２）米山委員長会議（２）米山委員長会議（２）米山委員長会議（２）米山委員長会議    

カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー    ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ    大丸昌讓大丸昌讓大丸昌讓大丸昌讓 

    
大丸昌讓カウンセラー）大丸昌讓カウンセラー）大丸昌讓カウンセラー）大丸昌讓カウンセラー）    米山奨学基金とは米山
梅吉が始めた苦学生の為の奨学基金を受け継いで
ます。発足当初の目的である貧しい学生を支援す
る事から優秀な学生を支援する方向になってきて
おり、今後カウンセラーを充実させていきます。 
各大学からは米山奨学については感謝をしてもら
っているが、社会情勢の変化により、毎年寄付金
が減っているのが現状です。その中にあって２６
４０地区は全国第２位の成績であることには感謝
しています。 
インターアクトが高校生に海外の情報を教えてあ
げるような場を設けていきたい。 
米山の委員長及び会長にはワークブックが届いて
いると思いますので、それを確認して頂いて、自
クラブの寄付の状況を把握して下さい。 
打田打田打田打田 RCRCRCRC・岩田忠彦）・岩田忠彦）・岩田忠彦）・岩田忠彦） 時を見て米山奨学のＰＲ
をしています。 
また奨学生を招いてクラブの中で卓話をしてもら
っており、米山功労賞のＰＲもしています。 
お金はほとんど、大学の授業料の補助に使ってい
ます。中国からの留学の場合、家庭は貧しくない
が、国に供託金を払うことになっています。 
大丸昌讓カウンセラー）大丸昌讓カウンセラー）大丸昌讓カウンセラー）大丸昌讓カウンセラー）ロータリーの友などを読
んで、米山への理解を深めて欲しいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
（３）社会奉仕委員長会議（３）社会奉仕委員長会議（３）社会奉仕委員長会議（３）社会奉仕委員長会議    
            カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー    ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ        水田博史水田博史水田博史水田博史    

 
水田博史カウンセラー水田博史カウンセラー水田博史カウンセラー水田博史カウンセラー） 皆様方に意見交換をし
て頂くことが社会奉仕活動の更なる発展につなが
ると考えています。地区には識字率向上運動、献
血運動などがあります。各クラブにおいて意義あ
る業績賞に是非挑戦して頂ければと思っています。 
星野映子地区社会奉仕委員長）星野映子地区社会奉仕委員長）星野映子地区社会奉仕委員長）星野映子地区社会奉仕委員長） 各クラブから現
在の活動状況についてお話頂けますか。 
岩出ＲＣ岩出ＲＣ岩出ＲＣ岩出ＲＣ・谷川芳昭）・谷川芳昭）・谷川芳昭）・谷川芳昭） 身体障害者の方をお招き
し温水プール例会を行い、手作りのカレーを食べ
て頂きました。夏祭りでは献血活動を行いました。
高野山ＲＣ・角濱正和） インターアクトクラブ
にご協力頂いており、倒木を椅子に仕立てて要所
に配置したり、河川清掃奉仕に参加する予定です。 
橋本紀ノ川ＲＣ・寺本忠行）橋本紀ノ川ＲＣ・寺本忠行）橋本紀ノ川ＲＣ・寺本忠行）橋本紀ノ川ＲＣ・寺本忠行） 高野口町の歩行者
天国で麻薬撲滅運動、チャリティーバザーを行な
い、保健所に寄付させて頂きました。健康広場で
麻薬撲滅と健康診断に参加、補助させて頂きます。 
打田ＲＣ・梅田欣嗣）打田ＲＣ・梅田欣嗣）打田ＲＣ・梅田欣嗣）打田ＲＣ・梅田欣嗣） バレーボール大会主催、
剣道大会共催、打田駅構内にプランターを置く予
定です。チャリティーバザーも予定しています。 
粉河ＲＣ・野崎丞） 身障者の方とのグランドゴ
ルフ共催、ゲートボール大会主催、老人ホームの
慰問、献血活動も行う予定です。 
橋本ＲＣ・酒向征時）橋本ＲＣ・酒向征時）橋本ＲＣ・酒向征時）橋本ＲＣ・酒向征時） 個人で一年間に 10 時間
奉仕をして頂いて、クラブにご報告頂けるようお
願いしています。委員会としては清掃奉仕、薬物
乱用防止普及運動｢ダメ。ゼッタイ。｣国連支援募
金、ユネスコ募金等を行い、３月には能楽鑑賞会
として移動例会の予定です。 
吉良善和第１組ガバナー補佐）吉良善和第１組ガバナー補佐）吉良善和第１組ガバナー補佐）吉良善和第１組ガバナー補佐） １組の７クラブ
では地域に密着した素晴らしい単年度、継続の社
会奉仕活動をされています。 
角田浩二地区青少年・ＲＹＬＡ活動委員長）角田浩二地区青少年・ＲＹＬＡ活動委員長）角田浩二地区青少年・ＲＹＬＡ活動委員長）角田浩二地区青少年・ＲＹＬＡ活動委員長） 橋

本ＲＣさんの個人奉仕を参考にさせて頂きます。
水田博史カウンセラー）水田博史カウンセラー）水田博史カウンセラー）水田博史カウンセラー） どうか効果的な奉仕活
動にお努め頂きますようお願い致します。 
（４）情報・規定・広報委員長会議（４）情報・規定・広報委員長会議（４）情報・規定・広報委員長会議（４）情報・規定・広報委員長会議    
            カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー        ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ        亀岡弘亀岡弘亀岡弘亀岡弘    

    

上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長）    2001 年の規定審議
会において規定がゆるやかになったと言われます
が、守りやすくなったとご理解頂き、各クラブに
おいてそれぞれご検討頂ければと思います。  
亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー） 今年度はボトムアップと
いうことが言われており、クラブが主導権を持ち、
地区や国際ロータリークラブ（ＲＩ）が支援する
という形で、それに対応したように規定も改正さ
れたような気がしています。 
上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長）先日の地区主催の委
員長会議事前調査で保留となっています件につい
てご説明させて頂きます。 ［説明内容と質疑応
答については割愛させて頂きます］ 
2004 年ＲＩ規定審議会への案件提出について、
地区への締切りは２月末です。こうあるべきでは
ないかということをご遠慮なくお出し下さい。 
亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー） 提案が予想される重要案
件として、会員の資格要件を修正する案、クラブ
の合併を認める案、インターアクターの低年齢化
案、青少年奉仕部門を５番目の部門にする案、若
年会員や高年齢会員の入会金や会費を減免する案
などが予想されます。 
上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長）上野山英樹地区広報委員長） 手続要覧の黄色い
部分は規定審議会で採択されないと改正されませ
んが、白い部分はかなり変わります。前回の手続
要覧とは大幅に変わっていますので、時間があれ
ば是非見ておいて下さい。 
大澤徳平パストガバナー）大澤徳平パストガバナー）大澤徳平パストガバナー）大澤徳平パストガバナー） 先日卓話をする機会
があり、自分のことをもっとＰＲしなさいと申し
上げました。亀岡先生、如何ですか。 
亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー）亀岡弘カウンセラー） ＰＲは大切です。自己Ｐ
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Ｒはロータリーを高め、地域社会にロータリーを
知ってもらうことにつながると思います。外部広
報と内部広報の二本立てでお願いします。 
２．開２．開２．開２．開    会会会会    式（式（式（式（14141414：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030））））    
    司会司会司会司会            ﾌｫｰﾗﾑﾌｫｰﾗﾑﾌｫｰﾗﾑﾌｫｰﾗﾑ SAASAASAASAA                    小西小西小西小西    捷治捷治捷治捷治    
（１）点鐘（１）点鐘（１）点鐘（１）点鐘    ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長            谷口谷口谷口谷口    善志郎善志郎善志郎善志郎    
（２）ソング（２）ソング（２）ソング（２）ソング    ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー        平林平林平林平林    國男國男國男國男    
                「君が代」「君が代」「君が代」「君が代」    「奉仕の理想」「奉仕の理想」「奉仕の理想」「奉仕の理想」    
（３）開会の言葉（３）開会の言葉（３）開会の言葉（３）開会の言葉    ﾌｫｰﾗﾑ委員長ﾌｫｰﾗﾑ委員長ﾌｫｰﾗﾑ委員長ﾌｫｰﾗﾑ委員長        後藤後藤後藤後藤    光基光基光基光基    
（４）歓迎の言葉（４）歓迎の言葉（４）歓迎の言葉（４）歓迎の言葉    ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長        谷口谷口谷口谷口    善志善志善志善志郎郎郎郎    
（５）ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介（５）ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介（５）ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介（５）ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ紹介    
                    ゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダー                楠楠楠楠        公延公延公延公延    
    
  小島 哲    ガバナー 
  中島 治一郎 パストガバナー 
  大丸 昌讓   パストガバナー 
  大澤 徳平   パストガバナー 
  堤  啓治   パストガバナー 
  亀岡 弘     パストガバナー 
  水田 博     パストガバナー 
 
((((６６６６))))ジェネラルリーダー挨拶ジェネラルリーダー挨拶ジェネラルリーダー挨拶ジェネラルリーダー挨拶    
                    ゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダーゼネラルリーダー                楠楠楠楠        公延公延公延公延    
 

 皆様、こんにちは。
一昨日は立冬でしたが、
今年は暦より季節が早
く進んでおり、連日寒
い日が続いています。
今朝の高野山は雪でし
た。そんな中をお集ま
り頂きまして有難うご
ざいます。パストガバ

ナーの皆様方には部門別会議でご指導頂きご苦労
様でした。ホストをお務め頂いています橋本ＲＣ
の谷口会長、後藤フォーラム委員長はじめ会員の
皆様方、ご準備等大変だったと思います。ご参加
の皆様と共に厚く御礼申し上げます。 
振り返れば皆様方のご協力を頂いてガバナーの

重責を務めさせて頂いてから６年半になります。
その間、ロータリーも時代と共に変わってきてい
ます。本年度のテーマは「慈愛の種を播きましょ
う」です。皆様方はこのテーマの下に色々な場所
で、色々な方に慈愛の種を播いて頂いていると思
います。ただ、会員数については激減しているよ
うで、その大きな理由は経済の低迷にあることは

勿論ですが、ロータリーにも原因があるのではな
いかと言われ出しています。例えば結果と効率を
重んじて過程をおろそかにしているのではないか
ということです。また、ビチャイ・ラタクルＲＩ
会長のおっしゃるボトムアップを目指して頂きた
いと思います。 
この度のＩＭテーマは正にロータリーの原点で
ある「ロータリーに入会して良かった」“ＩＭ４組
の仲間はすべて友達になろう”となっています。
どうか橋本ＲＣの意をお汲み頂きまして、引続き
全体会議もよろしくお願い致します。 
 
（７）ガバナー挨拶（７）ガバナー挨拶（７）ガバナー挨拶（７）ガバナー挨拶            ガバナーガバナーガバナーガバナー    小島小島小島小島        哲哲哲哲    

 まずはホストを務
めて頂いています橋
本ＲＣの皆様に厚く
お礼申し上げ、パス
トガバナーの皆様方
にも遠路をお越し頂
きまして有難うござ
います。 

先ほどから会員増強の話が出ていますので、当
地区の現状をご説明させて頂きます。この６月末
から７月初めにかけて 168 人減少しています。も
し当地区 75 クラブが全く退会者なしに１人ずつ
増やして頂ければ 75 人の増、退会者を減らす努力
も大切だということです。退会の理由は、１つは
経済的理由、もう１つはロータリーに魅力がなく
なっていることが挙げられます。そこで今日は「ロ
ータリー入って良かった」と思えるようにという
ことでテーマをお願い致しました。 
ロータリーは任意団体ですので、ロータリーの
会員であるかどうかは皆様方の意思で決まります。
だからこそ、ロータリアンであることに喜び、楽
しみを感じて頂かないと意味がありません。そこ
のところを掘り起こして頂き、色々な方のご意見
をお伺いしながら、クラブにお持ち帰り頂ければ
幸いです。どうかよろしくお願い致します。 
 
（８）来賓（８）来賓（８）来賓（８）来賓紹介紹介紹介紹介        ﾌｫｰﾗﾑ委員長ﾌｫｰﾗﾑ委員長ﾌｫｰﾗﾑ委員長ﾌｫｰﾗﾑ委員長    後藤後藤後藤後藤    光基光基光基光基    
  吉良 善和 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
  三栖 昇   ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
  東山 泰清 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 
  高寺 壽     代表幹事 
  矢倉 甚兵衛  地区財団推進委員長 
  岩本 行弘    地区財団部門委員長 
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  上山 英明    地区財団奨学金委員長 
  星野 映子 地区社会奉仕委員長 
  上野山 英樹 地区広報・情報・規定委員長 
  小川 浩 地区会員増強・退会防止委員長 
  吉田 喜代司 地区ポリオプラス委員長 
  角谷 浩二 地区青少年・RYLA 活動委員長 
  糸井 徹 世界大会実行委員長  
  松葉 元秀 地区広報・情報・規定委員  
  松下 光春 米山記念奨学部門ｶｳﾝｾﾗｰ補佐 
    
（９）参加クラブ出席報告（９）参加クラブ出席報告（９）参加クラブ出席報告（９）参加クラブ出席報告    登録委員長松岡弘治登録委員長松岡弘治登録委員長松岡弘治登録委員長松岡弘治    
    
クラブ名 会員総数 出席人数 出席率 
岩出ＲＣ ４１ ３２ 82.05％
打田ＲＣ １７ １４ 82.35％
粉河ＲＣ ４５ ２９ 67.44％
高野山ＲＣ ３１ １５ 57.69％
橋本紀ノ川ＲＣ ２２ １７ 77.27％
橋本ＲＣ ５２ ３８ 84.45％
※出席免除会員については出席率の分母に入れて
いません。多数のご出席有難うございました。 

 
３．全体会議３．全体会議３．全体会議３．全体会議    
（１）各クラブの親睦活動の現状発表（１）各クラブの親睦活動の現状発表（１）各クラブの親睦活動の現状発表（１）各クラブの親睦活動の現状発表    
◎岩出ＲＣ◎岩出ＲＣ◎岩出ＲＣ◎岩出ＲＣ                            西平邦彦親睦委員長西平邦彦親睦委員長西平邦彦親睦委員長西平邦彦親睦委員長    
 当委員会の主な行事は７月の周年例会、８月の
ビヤガーデン例会、１月は新年家族例会、２月か
３月の家族親睦旅行となっています。参加者はご
夫人を入れて 40～50 名です。委員会のメンバー
としては古い方と入会３年までの方に入って頂い
て、親睦を深めて頂いています。 
 
◎打田ＲＣ◎打田ＲＣ◎打田ＲＣ◎打田ＲＣ                            坂本和男親睦委員長坂本和男親睦委員長坂本和男親睦委員長坂本和男親睦委員長    
 当クラブの会員数は 17 名ですので、会員全員
が楽しく参加できて、会員相互の親睦が図れるよ
うにということで、家族例会、ゴルフ大会、ボウ
リング大会、クリスマス例会、新年会、他にも機
会を見つけてご家族の参加できる行事を企画して
いきたいと考えています。私が心掛けていること
は「人と会うときは春のような温かい心で、仕事
をする時は夏のような情熱的な心で、人と話をす
る時は秋のような澄んだ心で、自分を戒める時は
冬のような厳しい心で」というものです。 
 
◎粉河ＲＣ◎粉河ＲＣ◎粉河ＲＣ◎粉河ＲＣ                            東岡英好親睦委員長東岡英好親睦委員長東岡英好親睦委員長東岡英好親睦委員長    
 当委員会は、会員相互の親睦、友好の増進を図

りながら楽しい例会づくりを心掛けています。行
事は年４回の同伴例会、年２回の家族会がありま
す。会員・配偶者の誕生日、結婚記念日のお祝も
行なっています。夏は早朝例会を行い、会員手作
りの朝粥を頂いて、僧侶の会員から説法を頂きま
した。 
 
◎高野山ＲＣ◎高野山ＲＣ◎高野山ＲＣ◎高野山ＲＣ                        松岡勘助親睦委員長松岡勘助親睦委員長松岡勘助親睦委員長松岡勘助親睦委員長    
 会員相互の親睦を深めることにモットーに、11
月に家族日帰りバス旅行を計画しています。当委
員会は会員増強につながる大切な委員会であり、
各行事への参加比率も結構高くなっています。ま
た、花見例会、会員親睦旅行、麻雀大会を予定し
ています。 
 
◎橋本紀ノ川ＲＣ◎橋本紀ノ川ＲＣ◎橋本紀ノ川ＲＣ◎橋本紀ノ川ＲＣ                横田英麿親睦委員長横田英麿親睦委員長横田英麿親睦委員長横田英麿親睦委員長    
 大きな行事としては新人歓迎会、家族例会はよ
り多くのご夫人に参加して頂こうと企画していま
す。会員数 25 名で始まって退会者９名、入会者
６名、現在は 22 名です。結局、退会された方の
奥様方の心を掴めなかったのではないかというこ
とで、家族全員でロータリーを築こうというのが
今年の方針です。例年の松茸例会も今年は公民館
で手作りで行いました。国際大会の方にも欠かさ
ず参加しています。 
 
◎橋本ＲＣ◎橋本ＲＣ◎橋本ＲＣ◎橋本ＲＣ                            戎野戎野戎野戎野    靖親睦委員長靖親睦委員長靖親睦委員長靖親睦委員長    
 当委員会は 13 名で構成され、会長の方針に則
り、会員相互の親睦を図りながら退会防止に努め、
会員増強につながるような内容のものを企画して
います。また、趣味の同好会が６つあり、ご家族
同伴でご参加頂いています。 
 
（２）ゼネラルリーダーのフリートーク（２）ゼネラルリーダーのフリートーク（２）ゼネラルリーダーのフリートーク（２）ゼネラルリーダーのフリートーク    
◎楠◎楠◎楠◎楠    公延ゼネラルリーダー公延ゼネラルリーダー公延ゼネラルリーダー公延ゼネラルリーダー    
 先日、「ロータリーに入って良かった」のテーマ
で４つの設問のアンケートが橋本ＲＣより配布さ
れ、皆様方にはご協力頂きまして有難うございま
した。回答の中に「いつか会長に、ガバナーに」
というのがあり、大変心強く感じています。この
アンケートを作ります時に東山、三栖両ガバナー
補佐にご協力頂いたようですので、回答をご覧に
なっての感想をお願いします。 
 
◎東山泰清第４◎東山泰清第４◎東山泰清第４◎東山泰清第４組ガバナー補佐組ガバナー補佐組ガバナー補佐組ガバナー補佐    
 「ロータリーに入って良かったこと」の設問に
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対して、「多くの友人ができた」という回答が多く、
生涯の生き方について示唆になる多くの方の存在
は大変貴重です。友人を作ることは私も生きるテ
ーマにしており、メークアップに行きますと必ず
両隣の方とお話をします。 
 「ロータリアンになったあなたは目標を持って
いますか」という設問に対し、「地域の活性に役立
ちたい」「共に楽しいロータリーを作りたい」とい
うご回答が沢山ありました 
設問３の「あなたのクラブの魅力をお書き下さ

い」に対しては「少人数だけれど前向きな姿勢で
いきたい」という回答が多かったようです。 
設問４の「あなたのクラブを楽しくするための

改善点」ということでは、「親睦活動を増やす」と
いう回答が多く、我々ＩＭ４組の６クラブにおき
ましては、共に楽しく過ごしていきたいと思って
います。 
 
◎三栖◎三栖◎三栖◎三栖    昇第４組ガバナー補佐昇第４組ガバナー補佐昇第４組ガバナー補佐昇第４組ガバナー補佐    
 私自身、入会して良かったと思っています。何
故なら、このように大勢の皆様の前でお話ができ
ること、カバナー補佐に推薦して頂いたからです。
お受けする時は再三再四お断りしましたが、今に
なればお受けして良かったと思っています。大勢
の知り合いができて、地区の 16 名の補佐の方々
と交流が図られ、今後も楽しい親睦が図れるので
はないかと思います。皆さんも役に就いてロータ
リーを楽しんで下さい。これが私の感想です。 
 
◎中島治一郎パストガバナー◎中島治一郎パストガバナー◎中島治一郎パストガバナー◎中島治一郎パストガバナー    
 ＩＭのこういう形式は初めてで、隋分楽しませ
て頂いています。私はロータリーに入会して 41
年、その間どれだけ多くの感動の場面に遭遇した
でしょう。感動のない人生なんて本当につまらな
いと思います。 
 私は今、皆様方のご支援を頂きまして、国際ロ
ータリーで監査運営審査委員会の委員をやってい
ます。日本人が考える「ロータリーはこうあるべ
きだ」というのは正しいと思っていますので、軌
道修正のためにも「委員に中島がいたので良い方
に向かった」と言ってもらえるように頑張りたい
というのが今の私の目標です。ただ、一番大切な
目標は、自分の住む地域社会を住み良い立派なと
ころにすることだと思います。今はロータリー、
商工会議所を通じて色々な角度で地域社会を良く
するように努力しています。沢山の慈愛の種を用

意できる環境に置いて頂けることに喜びを感じて
います。皆様方も是非感動の多い人生を送るべく、
ロータリーから外れないようによろしくお願い致
します。 
 
◎大丸昌讓パストガバナー◎大丸昌讓パストガバナー◎大丸昌讓パストガバナー◎大丸昌讓パストガバナー    
 私は 12 年前に橋本ＲＣを公式訪問しています
ので、今日で２回目です。私がガバナーを務めさ
せて頂いてから 12 名のガバナーが出ておられる
わけで、私のガバナー年度に助けて下さった方々
がその後のガバナーをされているように思います。
ロータリーとは一言で言って「人生を勉強させて
頂いているところ」だと思います。ロータリーに
は色々な方がおられ、私自身の人生に大きくプラ
スになりました。ただ、非常に残念なことに大先
輩が退会されたり、亡くなられていくこと、ロー
タリーはどんどん変わります。今年の小島ガバナ
ーも改革ということで色々と新しいことをされて
いますが、底に流れるものは変わりません。やは
りロータリーは人間関係です。まずは話をするこ
と、話し合う場を数多く作ることだと思います。 
 
◎大澤徳平パストガバナー◎大澤徳平パストガバナー◎大澤徳平パストガバナー◎大澤徳平パストガバナー    
 もっともっと自分をＰＲして頂きたいと思って
います。ですから全体会議の中で名刺交換をする
という素晴らしい企画に感動し、橋本ＲＣしかで
きない見事な内容であると思います。やはり自分
を知らしめることによって仲間に入っていけます。
昔はロータリーにおいてはＰＲをしないという気
風がありましたが、やはり自分を知ってもらうこ
とは大切です。いい企画でお見事でした。 
 
（３）連絡事項（３）連絡事項（３）連絡事項（３）連絡事項    
    ①①①①    世界大会参加依頼世界大会参加依頼世界大会参加依頼世界大会参加依頼    
            世界大会実行委員長世界大会実行委員長世界大会実行委員長世界大会実行委員長                糸井糸井糸井糸井    徹徹徹徹    
来年のｵｰｽﾄﾗﾘｱﾌﾞﾘｰｽﾍﾞｰﾝ世界大会にぜひ参加し
てください。再来年は大阪大会です。 
②②②②    青少年青少年青少年青少年 RYLARYLARYLARYLA ｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰ    
    地区青少年・地区青少年・地区青少年・地区青少年・RYLARYLARYLARYLA活動委員長活動委員長活動委員長活動委員長    角谷角谷角谷角谷    浩二浩二浩二浩二    
 来年５月３，４，５日青少年海洋ｾﾝﾀｰで青少
年RYLA ｾﾐﾅｰを開催します。研修生の募集、RYLA
ｷｰﾏﾝの選出をお願いします。 
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４．閉４．閉４．閉４．閉    会会会会    式（式（式（式（16161616：：：：00000000～～～～16161616：：：：30303030））））    

司会司会司会司会    ﾌｫｰﾗﾑ副ﾌｫｰﾗﾑ副ﾌｫｰﾗﾑ副ﾌｫｰﾗﾑ副 SAASAASAASAA                吉田吉田吉田吉田    裕裕裕裕    
（１）概（１）概（１）概（１）概    評評評評        ゼネゼネゼネゼネラルリーダーラルリーダーラルリーダーラルリーダー    楠楠楠楠        公延公延公延公延
皆様、お疲れ様でした。皆様のご協力で楽しい 
うちに会議を終えることができます。パストガバ
ナーの皆様方には事前会議から各部門にご出席頂
き、ご指導頂きました。また、本会議においても
ご指導賜わり、最後までお残りくださいましたこ
とに心から厚く御礼を申し上げます。全体会議に
おいては、何かロータリーらしいほのぼのとした
雰囲気になっており、皆様のお顔も自覚と自信に
溢れているように拝察させて頂いています。  
ポール・ハリスは「ロータリーの魅力というの

は、ロータリーの中で見い出した友情である」と
言っています。皆様方から頂戴したアンケートに
も「友人ができたことがロータリーに入会して良
かったことです」という回答が圧倒的に多く、こ
のＩＭを企画して頂きました谷口会長、後藤フォ
ーラム委員長はじめ橋本ＲＣの皆様方も大変喜ん
でおられると思います。私は 30 年のロータリー
歴の中で先輩方から教えられたことは「ロータリ
ーは善意を奉仕しあう場である。人を育てる場で
ある」というもので、人を育てるのは親睦である
と確信しています。イギリスでは親睦委員会と親
睦活動委員会があり、親睦委員会は会員同士の心
の通い合いが如何にしたら図れるかを考え、実行
するそうです。 
本日のＩＭを機会にそれぞれがお仲間になって

頂き、４組の各クラブが益々発展することを祈念
し、概評に代えさせて頂きます。 
 
（２）ガバナー挨拶（２）ガバナー挨拶（２）ガバナー挨拶（２）ガバナー挨拶            ガバナーガバナーガバナーガバナー    小島小島小島小島        哲哲哲哲 
 皆様、長時間お疲れ様でした。非常に楽しいＩ
Ｍを企画して頂きました橋本ＲＣの谷口会長はじ
め会員の皆様方に感謝申し上げ、改めてお礼申し
上げます。そしてゼネラルリーダーの楠パストガ
バナーには、大雪の中をお出で頂きましてご苦労

様でした。 
 今日は「ロータリーに入って何が良かったか」
ということでお話を伺い、友達ができた、異業種
間の交流ができたというお答が大多数を占めまし
た。私はもう一つ「奉仕活動をして相手の喜びが
自分の喜びになって返ってくる」ということがあ
ろうかと思います。ロータリーは奉仕活動のチャ
ンスを与えてくれる一つの場です。 
 皆様方も何かに手を差し伸べて「良かった」と
思って頂けたら、それはロータリアンとしての喜
びではないかと思います。また、皆様方からの浄
財が何に使われたのかに興味を持ち、使った結果
はどうだったのかに目を光らせて頂くと、皆様方
の喜びになって跳ね返ってくると思います。 
 本日ご出席頂きました皆様方、誠にご苦労様で
した。以上で国際ロータリー第 2640 地区ＩＭ第
４組のプログラムを終わらせて頂きます。 
 
（３）次期ホストクラブ発表３）次期ホストクラブ発表３）次期ホストクラブ発表３）次期ホストクラブ発表    

        ガバナーガバナーガバナーガバナー            小島小島小島小島    哲哲哲哲    
（４）次期ホストクラブ会長挨拶４）次期ホストクラブ会長挨拶４）次期ホストクラブ会長挨拶４）次期ホストクラブ会長挨拶    
            粉河ロータリークラブ会長粉河ロータリークラブ会長粉河ロータリークラブ会長粉河ロータリークラブ会長        榎本榎本榎本榎本    文博文博文博文博    
（５）閉会の言葉（５）閉会の言葉（５）閉会の言葉（５）閉会の言葉    ﾌｫｰﾗﾑ副委員長ﾌｫｰﾗﾑ副委員長ﾌｫｰﾗﾑ副委員長ﾌｫｰﾗﾑ副委員長    奥田奥田奥田奥田    義之義之義之義之    
（６）ソング（６）ソング（６）ソング（６）ソング    ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー                平林平林平林平林    國男國男國男國男    

    「手に手つないで」「手に手つないで」「手に手つないで」「手に手つないで」        
（７）点鐘（７）点鐘（７）点鐘（７）点鐘    ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長ホストクラブ会長            谷口谷口谷口谷口    善志郎善志郎善志郎善志郎    
    


