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親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、
　カントリーミュージックの「Cowboy logic」を私のテーマソ
ングに採用したのには、2つの理由があります。その一つは、
それが世界中のロータリークラブの例会の温かく積極的な
雰囲気を表しているような幸せな音楽であること。もう一つ
は、歌詞が表現している常識とシンプルな方法によります。

ロータリーはシンプルであるべき

　50年前、私は「ロータリーはシンプルであるべきだ」という
話をよく聞きました。この忠告は、歳月の流れとともに聞かれ
なくなりましたが、私はロータリアンの皆さんに、ロータリーの
奉仕の基本的な概念はシンプルであるという点を思い出して
いただきたいと思います。

　地域社会のリーダーであるクラブ会員の皆さんは、友情
や親睦、ネットワークを生み出す例会を通じて、お互いを理
解し、尊敬することを学びます。地域社会のニーズがはっき
りしたとき、クラブの会員はそれに応えるためのすばらしい
能力をもっていることに気づきます。なぜならば、会員たちは
地域社会の一員として、地域の牽引役となる事業や職業
上のリーダーであると同時に、それを遂げる術を知っている
からです。

シンプルな方法をそれぞれの奉仕に

　同じようにシンプルな方法は、クラブ奉仕、職業奉仕、新世
代奉仕のプロジェクトにもあてはまります。ロータリークラブは、
地域社会のニーズを評価し、優先順位を付ける能力をもって
います。各クラブが、会員たちへの情報提供と、やる気を維持
させたとしたら、ニーズに応えるだけの専門性と資源も備えて
います。クラブ内のコミュニケーションはシンプルかつ継続的
でなければなりません。

　ロータリーのシンプルさが最も顕著なのが、恐らく国際奉
仕でしょう。ロータリアンたちは自分のクラブの会員たちが信
頼に値する人々であることを知り、彼らが出会う外国のロー

タリアンたちも同様に信頼に値する人々であることを知り、そ
の結果、遠く離れていても、ロータリーの友人をつくり、その
関係を保つことはたやすいのです。このようにして生まれる
国際奉仕プロジェクトのクラブ間の協力体制は実に驚くべき
ものです。

世界をより住みやすい場所に

　この「Cowboy logic」という歌は、カウボーイたちはどんな
こともシンプルな解決方法があると歌っています。ロータリアン
たちもそうしましょう！　それこそがロータリーの精神と呼ばれ
るものであり、その象徴が、親睦と奉仕です。

　皆で力を合わせ、私たちのクラブをより大きく、より良く、より
豊かにすることで、私たちは世界をより住みやすい場所にす
ることができるのです。ぜひそうしましょう！　それが「Cowboy 
logic」なのです。

レイ・クリンギンスミス
2010-2011年度 国際ロータリー会長

2010-2011年度ＲＩ会長メッセージ
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GOVERNOR MESSAGE

ロータリーに対して自らを与えよ
　その限りにおいて与えられん
　与えるものを越えて与えらるることなし

2010-2011年度 ガバナー

米田 眞理子
Mariko Yoneda

　12月は家族月間であります。以前は2月の第2週を家週間
としていましたが、国際ロータリーは奉仕の実践の場として
「家庭」の重要性をクリスマスの時期を考慮して12月を家族
月間としました。手続要覧の第6章の中に『世界中のロータ
リアン、クラブ、地区は、毎年12月に「家族月間」を祝い、プロ
ジェクト、活動、行事などの実施を通じて、家族と地域社会
への献身を示すよう奨励されている』と記しています。クラブ
例会で奉仕の心を学んだロータリアンは、例会場を一歩で
たら、一番身近な社会である家庭において、奉仕の実践を
しなさい、そして、私たちロータリアンにとって〔奉仕の理想の
適用〕すなわち〔奉仕の実践〕にあたって、〔今日例会で学ん
だ奉仕の心を、まず家庭で適用してみよう〕とか〔町内会で
実践してみようか〕とか、そういう結果に成るのでしょう。

　米山梅吉氏は「奉仕の理想」を一切の生活に適用する。
すなわちロータリーにおける奉仕の実践は、結局ロータリア
ンの精神生活に支配され、ロータリアン一人一人の「実力の
涵養と人格形成」が要求されるのですと述べています。　
ロータリーにおける「奉仕」とは、形の問題でもなく「量」の問
題でもなく心の質の問題であります。〔奉仕の海にロータリア
ンの心を浸しておけばよい〕という言葉はロータリーの本質
を見事に指摘していると思います。
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　さて、日本のロータリー運動は1920年東京ロータリークラ
ブがテキサス州ダラスRCで日本人初のロータリアンであっ
た福島喜三次氏が持ち帰り、大阪RCは1922年に星野行則
氏がシカゴのチェスリー・ペリーを訪ねて委任されて発足し
たのです。両クラブとも日本のロータリーの本家であり、すべ
てのロータリークラブのルーツが辿ればここにあります。
　どちらかというと東京のロータリーの奉仕活動の実践は
〔社会奉仕〕に重きを置き、大阪のロータリーの方は〔職業奉
仕〕に重きを置いていたように思います。
ニコニコ箱の起源は大阪ロータリークラブのほうが先で、
〔罰金箱〕からスタートしました。一方東京ロータリークラブは
社会奉仕の寄付ボックスとしてニコニコボックスを「えびす
顔の木箱」で社会奉仕の喜びを顕わしていたそうです。

　さて、本年も余すところ後1ヶ月。上半期の総括ならびに下
半期の計画等、仕事もご多忙と存じますがご健康に注意,さ
れますますのご活躍を祈念しております。

ＲＩ会長レイクリンギンミスご夫妻と
米田ガバナー　（長女）山田地区幹事

Cowboy logic

GOVERNOR MESSAGE
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　例会への出席はロータリー活動の基本であり、ロータリアンの責務です。
（クラブ定款第９条　出席第１５条　綱領の受諾と定款・細則の遵守）

 ロータリーが出席について喧しいのは、１９０５年３月２３日のシカゴ・ロータリー
クラブ第３回目の会合で例会出席の励行が決議せられ「連続４回欠席したも
のは会員資格を喪失すべきものとする」（これは今も生きています。クラブ定款
第１２条第４節ｂ）と定めていることからも明らかです。理由はロータリーにおけ
る例会出席は、友情の証でもありました。四回も続けて休むような人から友情を
期待することは出来ないという理由から、連続休会、即、退会という結論が出
たのでしょう。ロータリーでは、親睦を図るために創立当初から一業一会員制
を採用（現在は残念ながら五名までOK・クラブによっては今も一名を守ってい

るクラブもあります）例会で親睦を深め、そこから奉仕の心が生まれ育つことを目指しているのです。例会に出席することは、知り
合いを広め、友情を深め、より多くロータリーを知ることになります。
まず①多くの異なった職業の優れた指導者と親交を得ることによって、平素自分の限られた職業生活の中では得られない経験
や知識を学ぶことが出来、自らが向上すると共に、例会で学んだものを持ち帰って自分の職場はもとよりこれを所属する業界に
押し広める。これがロータリーからあなたの業界に派遣されている大使としての役割です。
②今度は反対の立場になって、あなたはあなたの職場や同じ職業界の知識や体験を、他の同僚会員に提供しなければなりま
せん。これは職業分類を貸与されている者としての役割です。だから欠席はダメなのです。例会出席は特権であると同時に、極
めて重要な義務でも有ります。
　要するに、各ロータリアンは夫々その道の優れた知識、経験と温かい友情を持って例会に出席し、これを逢う人毎に提供し、
代わりとして自らも多くの精神的利益を得て帰路につく。このことをある先人は、週に１日充電して帰り、６日間はで実践して放電
すると表現しています。ロータリー活動の根源は、例会出席からというわけです

例会への出席を！！（出席率９０％以上を目標に）
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　ポール・ハリスは「ロータリークラブは平均出席率が高くなくては、その重要なる目的を達することができない。
最良のクラブとは最高の出席率を保持するクラブである」 と言っています。　それはこういうことです。
ロータリークラブとは親睦・・つまり知り合いを広め相互理解を深める、ということを骨格として、それに奉仕の肉付けをし、情報と
いう血液の循環を良くして、奉仕の人を育てる場所なのだ。そうだとすれば、出席無くして親睦も無ければ、情報の血を受けるこ
とも無いのです。そして当然奉仕の肉付けもお粗末になる、という結果は眼に見えている。だから出席は目的ではない。しかし目
的を達する最重要の手段だ、ということになります。
　「ロータリーの友」１１月号４８ページに地区別クラブ数・会員数・出席率一覧表が掲載されておりますが、
わが地区の出席率は８７．５１％（８月末現在）　３４地区の中で１０番目であります。G月信１１月号を拝見すると、岸和田北RC・粉
河RCが１００％続けられており、続いて和歌山サンライズRCが９９％と頑張っておられます。反面８０％を切るクラブが１０クラブあ
り、これが足を引っ張って折るのが現況です。
どうしてもホームクラブに出席できないときは、必ずメークアップをするという習慣をつけていただきたいのです。前後２週間もあり
ますからその気になっていただいたら出来ない話ではありません。
　もう一度申します。例会の目的は、職業上の発想の交換を通じて、分かち合いの精神による事業の永続性を学び、友情を深
め、自己改善を計ることにあり、その結果として奉仕の心が育まれてくるのです。自己改善は終生続けられなければなりません
からロータリアンには定年はないし、ロータリー運動には終結もありません。これが例会出席がロータリー・ライフの前提となる所
以なのです。米山梅吉翁は「ロータリーの例会は人生の道場」と語られました。お互いが切磋琢磨して自己研鑽に励む貴重な
修練の場でなければなりません。あなたはロータリーに入られたのです。あなたはロータリアンです。例会出席の意義を！

（出典　真鍋欣良PDG　佐藤千寿PDG　田中　毅PDG）
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　前年度と同じく本年度もガバナー月信ＮＯ６への寄稿の依頼
がありましたが、家族月間の沿革や目的等については前年度
詳しく報らさせていただきましたし、この月間に寄せる私の思い
も述べさせていただきましたので、前年度月信ＮＯ６をお取り出
していただいてお読みくださるようお願いいたします。
　1976年ＲＩがロータリー創立70周年を記念して出版された
“ロータリーの世界”も、楽しさと親睦と云う題のもとに私と同じよ
うな思いで結んでいます。
　1968年ロータリーのおける歴史の重要性と云う神戸ＲＣのパ
ストガバナー平島健治郎のお話では家族会について次のよう
に云われています。
　シカゴ・クラブで家族会が催されたのは1907年親睦委員長ネ
フ博士の提唱により始まったといわれているから、その歴史は
古い。
　ポール・ハリスも後年ウィリヤム・ネフ博士のことに触れてその
乗馬姿はなかなか格好のよいものであったと述べている位で
あるから当時の会員の夫人方にも評判のよい人であったこと
が想像できるし、また彼の温和な性質からも評判のよい親睦委
員長であったに違いない。
　ポール・ハリスはまた「シカゴ・クラブは他のクラブのロータリア
ンに対する挨拶の丁重な点において第一と云われてきたが、こ
れは全く明朗にして情味溢れる・ドックの人となりが代表してい
るものと見られていた。彼は26年間を忠実に奉仕した後、一夜
眠ったまま再び起きなかった」と在りし日のネフを追悼している。

『ロータリーの親睦が一層深まるようお祈り申し上げます』

家族月間によせて
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新入会員紹介 NEW ROTARIAN
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新入会員紹介 NEW ROTARIAN
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新入会員紹介 NEW ROTARIAN
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近江　荘介 様
(岸和田北RC)

2010年１０月２９日 死去

１９６０年２月８日生

太田　道之助 様
(堺RC)

２０１０年１１月１１日 死去

１９３１年３月２９日生

八荷 佐市郎 様
(堺泉ヶ丘RC)

2010年１０月16日 死去

１９19年7月2８日生
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白木　勝巳 様
(堺北RC)

2010年10月8日 死去

1947年2月17日生

楠見　恭平 様
(和歌山南RC)

2010年10月30日 死去

1947年7月20日生
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ＰＨＦ・ベネファクター（10月分）

米山功労者（10月分）
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12月号、お届けいたします。
今号は地区関連の記事の多い月でした。ご投稿ありがとうございます。

ロータリーの友編集委員会　地区代表委員　岡本勝士

①　ＲOＴＡＲＹ　掲示板　横組みＰ32
新クラブ　堺フラワーロータリークラブ
スポンサークラブ堺フェニックスＲＣ　
2010年10月14日承認（認証状伝達式12月15日）
例会日　　土曜日　10時30分
例会場　　コンフォートホテル堺

②　卓話の泉　『寄付講座』（岸和田ＲＣ　　雪本　栄）　縦組み　Ｐ10
③　俳壇―――縦組み　Ｐ12
別荘の潮騒遠く夜の秋　（堺南ＲＣ　山口恵子）
遠花火明日退院の荷づくろひ　（堺ＲＣ　堤　淳）

④　柳壇―――　縦組み　Ｐ12
使い道決めてから買う宝くじ　　（和歌山南ＲＣ　片桐　牧）
搾り出す絵具のように知恵は出ず　（堺ＲＣ　清水亜稀未）

⑤　言いたい・聞きたい　　縦組みＰ15
『米山奨学事業の今後』（橋本紀ノ川ＲＣ　大沼郁夫）
同じ紙面の長岡西ＲＣ浦上義昭様の『奨学会で日本の未来を』もお読みください。

⑥　バナー自慢　　和歌山西ＲＣバナー　―――　縦組みＰ17
⑦　友愛の広場
『孫の成長を目の前にして』　（岸和田東ＲＣ　　柳澤宗甫）

⑧　ロータリー　アットワーク
中学生と清掃活動　――――　羽曳野ＲＣ　　縦組みＰ24

地区関連の記事

『ロータリーの友』地区だより THE ROTARY-NO-TOMO
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縦組み記事

横組み記事

①　RI会長メッセージ　『Ｃｏｗｂｏｙ　Ｌｏｇｉｃ』　(レイ・クリンギンスミスRI会長)　 P1　

カントリーミュージック『Ｃｏｗｂｏｙ　Ｌｏｇｉｃ』を本年度のテーマソングにした2つの理由は「幸せな音楽」「歌詞が表

現している常識とシンプルな方法」による。ロータリーはシンプルであるべきだ。この歌は、「カウボーイたちがどんな

問題に対してもシンプルな解決方法をもっていることを歌っています。ロータリアンたちもそうしましょう！　それこそ

がロータリーの精神を呼び起こし、その象徴するものは、親睦と奉仕です。皆で力を合わせ、私たちのクラブをより

大きく、より良く、より豊かにすることで、私たちは世界をより住みやすい場所にすることができるのです。ぜひそうし

ましょう！　それこそが「Cowboy logic」なのです」と会長は述べられています。

②　特集　家族月間　P5～15 

多くの地区のロータリー家族が紹介されています。

③　パレスチナ自治区にロータリー誕生　Ｐ16～19

米山学友の卓話がきっかけでヨルダン川西岸地区に新たなる鐘が鳴る

ラマラＲＣの誕生です。ぜひお読みください。

①　ＳＰＥＥＣＨ　　『備えあれば患いなし―――南海地震に備えて』　P2～6

香川県防災局　　防災指導監　乃田俊信

我々の地区にも身近な話です。「安きに居りて危うきを思う」「思えばすなわち備えあり」「備えあれば患いなし」、

思わなければ実行はない。地震に限らずですね。

②　この人、この仕事

医療と教育の現場をこよなく愛した脳外科医　（高松南ＲＣ　長尾省吾）　P7～9

　友が届けば最初に読むページである。「近年、医師として拠って立つモラル、志がひどく薄くなっているのではな

いか」と長尾さんは話されていますが、医師に限らず、わが国では・・・。

『ロータリーの友』地区だより THE ROTARY-NO-TOMO



 
 
 
 
 

10 月までの寄付金は前年同期と比べて 6.0％増、約 2,910 万円の増加となりました。普通寄付

金は前年とほぼ同額（＋0.03％）ですが、今期に入って初めて前年同期を上回りました。また、

特別寄付金は 10.8％増でした。 

10 月は米山月間ということもあり、5人（うち 2人はご夫妻）の方から各々100 万円の個人寄

付をいただきました。さらに、東京ロータリークラブからは創立 90 周年記念として、1,000 万

円もの大口寄付をいただきました。このような経済状況下、学友を含め多くのロータリアンの

方々からのご寄付に感謝申し上げます。上期も残り 2カ月を切りましたが、引き続きご支援・ご

協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

2011 年 4 月採用の奨学金（学部・修士・博士課程奨学金、地区奨励奨学金）には、指定校 442

校のうち 401 校から 1,504 名の応募がありました。例年に比べ、「該当者なし」などの理由から

申込みのない指定校が少なく、各地区選考委員会による取り組みの成果が表れています。 

申込者を国・地域別にみると、中国が 62.2％(前年度比＋0.3％）、韓国 14.4％(▲0.5％）、台

湾 4.6％(＋0.6％）、その他が 18.8％（▲0.4％）となり、台湾がやや増加したものの、前年から

大幅な増減はありません。課程別では、博士課程が 24.0％(▲0.1％)、修士課程 49.6％(＋0.5％)、

学部課程 25.1％(▲0.3％)でした。また、「地区奨励奨学金」は 4 地区 8 校から計 20 名、「クラ

ブ支援奨学金」には 8地区 12 クラブから応募がありました。 

11 月中旬から順次、各地区へ応募書類を発送します。その後、11 月下旬～1 月下旬にかけて

地区選考委員会による書類選考・面接試験が実施され、2 月中旬には新規採用者 607 名（2010

年 11 月現在）が決定します。 

第 2640 地区（大阪府・和歌山県）学友会が主催するシンポジウムが 10 月 10 日、上海で開催
され、現役米山奨学生と学友、ロータリアンなど約 100 人が参加しました。 
テーマは「21 世紀における留学生の役割」。主催者挨拶を同地区学友会初代会長を務めた邱 迅

きゅうじん

氏（上海在住）が行い、続いて米田眞理子ガバナーが奨学事業の趣旨を説明、また、上海大学お
よび大阪府立大学の各副学長が来賓として挨拶しました。第 2部のパネルディスカッションでは、
学友、奨学生、ロータリアン、大学関係者らが自らの経験を元に留学生の役割について語り、参
加者との意見交換も含めて示唆に富んだ議
論が展開されました。アトラクションの最
後は、奨学生全員が「感恩の心」という歌
を手話つきで熱唱し、会場の感動を呼びま
した。また、7月に総会を開いた中国学友会
からは張

ちょう

晋岩
しんがん

会長と楊弋涛
ヤンイータオ

氏が参加し、張
会長が中国学友会の活動を紹介しました。
懇親会後、朝 10 時からのシンポジウムが惜
しまれながら終了し、再会を約して解散し
ました。（事務局長 坂下博康） 



 

10 月 5 日、米山学友のジャンチブ・ガルバドラッハさん（1998-99／山形北ＲＣ）が開校した
日本式高校、「新モンゴル高校」の創立 10 周年記念式典がウランバートルで開催され、第 2800
地区（山形県）を中心とする日本のロータリー関係者とともに参加してまいりました。 
10 年前、モンゴル初の 3 年制高校として生徒 105 人でスタートした同校は、現在では生徒数
約 750 人を擁し、中学校・小学校も併設する指折りの進学校だそうです。世界中の大学へ留学生
を輩出しており、日本にもこれまでに 150 人の留学生を送り出すなど、モンゴルの教育制度を根
本的に変えたと言われるくらいの実績を残している学校であります。 
米山学友が母国で素晴らしい学校を設立し、大きな実績をあげていることに、米山記念奨学事
業を支える日本のロータリアンの一人として、心から誇りに思いました。そして、式典を通じて、
モンゴルの次代を担う若者の教育に貢献
し、日本-モンゴル間の友好に素晴らしい
成果を上げていることを実感することが
できました。これまでジャンチブさんを支
えてきた世話クラブや、山形を中心とする
支援団体「柱一本の会」に敬意を表すると
同時に、こうした素晴らしい人材の宝庫で
ある米山奨学事業の、なお一層の発展に向
けて、微力を尽くしたいと思います。 

第 2770 地区（埼玉県南東部）米山記念奨学委員会では、奉仕活動の一環として 9月 19 日、越
谷市内の介護老人福祉施設キャンベルホームの敬老会に参加。同地区の米山記念奨学生・学友ら
36 人が民族衣装に身を包み、母国の文化を紹介したり、歌や踊りを披露したほか、食事の手伝
いをしながら入居者一人ひとりと言葉を交わし、交流を楽しみました。 
参加した奨学生の一人、李

り

美
び

善
ぜん

さん（中国／岩槻中央ＲＣ）は「すごいことをやったわけでも
ないのに、私たちの手を握り、涙を流すお年寄りの皆様を見て、一緒に涙を流した奨学生もいま
した。今回の訪問は、人生の生き方について真剣に考える機会になりました。今を一生懸命に生

きなければならないという使命感を感じた
ひとときでした」と、感想を寄せました。 
また、グエン・ブイ・アン・ティーさん（ベ
トナム／八潮ＲＣ）は、「日本は長寿世界一
と言われますが、元気に生活しているおじい
さんやおばあさんを見て、本当に感動しまし
た。留学生は言葉にしなかったけれど、祖父
や祖母のことを懐かしく思っていたことで
しょう」と、語りました。 
入居者の家族からも「食事の世話をしてく

ださる留学生の皆さんを見て、家族のように感じた」「笑顔と涙で興奮している母を久しぶりに
見て感動した」など、好評を得ました。4時間にわたる交流の最後は、参加者総勢 156 人での「川
の流れのように」の大合唱で締めくくられました。 

（財)ロータリー米山記念奨学会 
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 
 黒龍芝公園ビル 3F

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281 
E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp 
URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/

編集担当：野津
の づ

・峯
みね
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「ロータリー文庫」は日本ロータリー５０周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。閲覧は勿論、電話
や書信によるご相談、 文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホーム
ページでPDFもご利用いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、 ご活用願います。　
以下資料のご紹介を致します。

ロータリー文庫

〒105－0011東京都港区芝公園2-6-15黒龍芝公園ビル3階
TEL（03)3433-6456・FAX（03)3459-7506　　　　http://www.rotary-bunko.gr.jp

開館＝午前10時～午後5時　　休館＝土・日・祝祭日

 ◎「喜びや感動が可能性を引き出す～遺伝子ＯＮの生き方」　村上和雄　2010  4p　  （D.2790）

 ◎「危機における決断～戦国武将に学ぶ」　津本 陽　2010　2p　  （D.2660）

 ◎「資本主義はなぜ自壊したのか『日本』再生への提言」　中谷 巌　2010　4p 　  （D.2660）

 ◎「笑いの処方箋～笑いと長寿の科学」　昇 幹夫　2010　2p　  （D.2660）

 ◎「野球を通して人を育てる」　王 貞治　2010　4p　  （D.2650）

 ◎「あたり前の暮しを求めて」　倉本 聰　2010　15p　  （D.2510）

 ◎「世界の構造転換と日本の進路－2010年への視座」　寺島実郎　2010　2p　  （D.2580）

 ◎「この国の行方」　櫻井よしこ　2010　2p　  （D.2670）

 ◎「北海道の《食》の大いなる可能性、再発見！」　小泉武夫　2010　14p　  （D.2500）

 ［上記申込先：ロータリー文庫（コピー/ PDF ) 

文庫通信 BUNKO TSUSHIN
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10月1日、レイ・クリンギンスミスRI会長により、 田中作次氏が国際ロータリー会長ノミニーとして正式に宣言されました。
八潮ロータリー・クラブ（埼玉県）に所属する田中作次氏は、2012-13年度会長を選ぶ指名委員会により、去る8月に指名されまし
た。米国ルイジアナ州ニューオーリンズで開催される2011年RI国際大会において、田中氏が正式に選出されます。

早期登録により割引料金でお申込みいただけ、最良の宿泊施設をご
予約いただけます。国際大会で楽しい分かち合いのときをお過ごしく
ださい。 
国際レベルのロータリーの親睦を体験できる国際大会への登録は、以
下でお願いいたします。

2011年国際大会への登録

多くの登録カテゴリーの出席者にとって、大会参加の基本料金は300
米ドルとなります。大会前会合への登録には追加料金が必要となりま
すが、大会前会合に出席するために大会登録する必要はありません。  

締切日

12月15日：割引料金（300ドル）でお申し込みいただける最終日です。この日を過ぎると、大会登録料は340ドルとなります。
３月31日 ：割引料金（340ドル）でお申し込みいただける最終日です。この日を過ぎると、大会登録料は380ドルとなります。

登録料金の詳細は、 登録カテゴリー別の割引料金設定をご覧ください。登録またはチケットの キャンセルは、4月15日が締切日
となります（オンラインでのキャンセル締切日は5月6日です）。

ファックスまたはEメールでのご登録は、登録およびチケット申込書式 をご使用ください。
団体用の特別な書式は、RI職員にEメールでお問い合わせください。また、その他のご質問や情報提供につきましてもご連絡く

田中作次氏が会長ノミニーとして宣言される

国際大会
米国ルイジアナ州、ニューオーリンズ 2011年5月21日～25日

インターネット速報 NEWS
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ださい。米国査証（ビザ）に関する情報 をご覧いただき、ビザ免除対象国に関する新しい手続き規則をご確認ください。

*留意点：オンラインでの国際大会への登録は、「会員アクセス」の登録者のみが利用できます（ 会員アクセス についての詳細
をご覧ください）。

「会員アクセス」のユーザー登録は、有効となるまでに1日以上（祝祭日を除く）かかる場合があります。個人のアカウント設定の手順

を記したEメールが送信されます。アカウント設定が完了しましたら、「会員アクセス」のページより ログインし、画面左側にある緑色

の一覧から「会合登録」を選び、次の画面で「2011年 RI国際大会」を選んでください。大会登録を完了するには、登録料の支払

いに必要なクレジットカード情報を入力してください

 

2011年国際大会のホスト組織主催行事のチケット

ホスト組織委員会（HOC）は、大会参加者と地元のロータリアンが共に楽しめる文化体験ツアーやホスト・ホスピタリティー行事を
企画しています。ホスト組織主催の大会前後のツアーに参加し、この機会を最大限に利用しましょう。一部の行事では、参加者
の数に制限がありますので、チケットはお早めにご購入ください。
ホスト組織主催行事およびツアーのチケットをご購入するには、国際大会へのご登録が必要となりますのでご了承ください。
ご質問は、Eメールでホスト組織委員会 までご連絡ください。
国際大会初参加者のための情報 をご覧ください。

ボランティアの機会

大会開催地に早めに来る、または大会終了後もしばらく滞在するという方は、ホスト組織委員会が準備しているボランティア奉
仕プロジェクトへの参加を検討してはいかがでしょう。ボランティアの機会についての詳細は、ホスト組織委員会のウェブサイト 
でご確認ください。
また、New Orleans Convention & Visitor Bureau（ニューオーリンズ大会・観光局）のウェブサイトの、voluntourism（ボラン
トーリズム：ボランティアと観光を合わせたもの） の項目でも、詳細をご覧いただけます。

ロータリー・ガイド（旧称「会場監督」）

ボランティア・ロータリー・ガイド（旧称「会場監督」）の任務を希望される方は、登録およびチケット申込書式 をダウンロードし、「ボ
ランティア・ロータリー・ガイド」の項目に、印を付けてください。ロータリー・ガイドとしてホスト組織委員会とボランティアを行う方法
の詳細は、ホスト組織委員会のウェブサイト をご覧いただくか、第6190地区の ウェイン・ゲイツ（Wayne Gates）元ガバナーにご
連絡ください。

Eメール ：
電話番号 ：
ファックス ：
郵送先住所 ：

rotary@experient-inc.com（問い合わせのみ）
1-800-650-6913（米国内無料）または、1-847-996-5885
1-847-996-5401
Experient
568 Atrium Drive Vernon Hills, IL 60061, USA

インターネット速報 NEWS
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地区大会参加　御礼

この度は国際ロータリー第2640地区の地区大会にご多用の中ご参加を賜り誠に有難うございました。

去る10月18日の記念ゴルフ大会に引き続き、11月6日～7日の地区大会も天候に恵まれ、登録者数1515人

と大勢の皆様のご参加を頂き大過なく終えることが出来ました事を心より厚くお礼申し上げます。

大会第1日目のＲＩ会長代理今井鎮雄様の基調講演「世界が期待するロータリー」は格調の高い内容で

あり、地区指導者育成セミナーにおいてＲＩ研修リーダー中村靖治様より「ロータリーの未来」と題してご指

導頂きました。

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会には283人のご参加を頂き皆様には様々のアトラクションをお楽しみ頂けたもの

と存じます。

大会第2日目の書家吉川寿一氏の大揮毫と一般市民にも公開いたしました薬師寺管主山田法胤氏の

記念講演「歴史に学ぶ日本人のこころ」は深く心に残るものでございました。

友愛の広場では数々の企画のもとに応援下さった他クラブ会員の心のこもったご活躍を得て閉会間際

まで賑わい、まことに盛会であったことを自画自賛いたしております。

またコ・ホストクラブ堺ＲＣ・堺おおいずみＲＣ・堺泉ヶ丘ＲＣ・堺北ＲＣさらに新クラブとして堺フラワーＲＣ

（追加）のご協力に対し深く感謝お礼申し上げる次第です。

一年以上前からの準備に加え当日の運営に万全を期しましたが何かとご不満不行き届きの点が多 ご々

ざいましたこと、ロータリーの友情に免じまして、何卒ご容赦賜りますようよろしくお願い申し上げます。

国際ロータリー第２６４０地区
地区大会実行委員長　小野晃範

(堺フェニックスRC )

地区大会参加　御礼
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地区大会写真　第一日目
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地区大会写真　第二日目
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■決議第１号

2010～2011年度国際ロータリー・テーマ実践に関する件

国際ロータリー会長レイ・クリンギンスミス氏は、本年度のテーマとして「地域を育み、大陸をつなぐ」を提唱されました。
国際ロータリー2640地区のロータリアンは、このテーマの意義を理解し積極的な実践活動を推進していく事をここに決議します。

■決議第２号

国際ロータリー会長レイ･クリンギンスミス氏の代理として今井鎮雄氏の派遣に感謝する件

本大会開催するにあたり国際ロータリー会長レイ・クリンギンスミス氏は国際ロータリー第2680地区パストガバナー今井鎮雄氏
を会長代理として派遣されました。そのご厚意とご配慮に対して、深甚なる感謝の意を表する事をここに決議します。

■決議第３号

国際ロータリー会長代理今井鎮雄氏に対する感謝の件

今井鎮雄氏は国際ロータリー会長代理として、令夫人ご同伴で地区大会にご臨席を賜り、現況報　告他豊富な情報と格調高
い感銘を受けるメッセージを頂きました事に対し心から敬意と感謝の意を表する事をここに決議します。

■決議第４号

国際ロータリー第2640地区直前ガバナーに対する感謝の件

国際ロータリー第2640地区直前ガバナー村上有司氏は、“THE FUTURE OF ROTARY IN YOURHANDS”「ロータリー
の未来は、あなたの手の中に」のもと地区スローガン『歴史に学び変革と進歩を』掲げられ、地区の奉仕活動を力強く推進され、
地区発展のために多大な貢献をなされました。ここにその功績に対して、敬意と深甚なる謝意を表する事を決議します。

RI第2640地区 
2010～2011年度地区大会
大会決議事項

2010～2011年度地区大会　大会決議事項
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■決議第５号

2009～2010年度地区財務監査報告・承認の件

国際ロータリー細則第15条60節４項の規定により国際ロータリー第2640地区2009～2010年度の監査をされた財務表及び報
告書をここに承認する事を決議します。

■決議第６号

2010～2011年度ニューオーリンズ（米国）で開催される国際大会参加を推進する件

2010～2011年度ニューオーリンズで開催される国際大会に多くの会員・会員家族が参加しロータリーの発展に寄与する事を
決議します。

■決議第７号

地区大会開催にあたり、ホストクラブ、コ･ホストクラブ並びに関係団体に感謝する件

本地区大会開催にあたり、ホストクラブ堺フェニックスロータリークラブ、コ・ホストクラブ堺ロータリークラブ、堺おおいずみロータ
リークラブ、堺泉ヶ丘ロータリークラブ、堺北ロータリークラブの皆様方、関係団体の皆様方は周到な計画と準備を進められ、有
意義な大会を開催されました。そのご努力に対して深甚なる敬意と感謝の意を表する事を決議します。

■決議第８号

ガバナーノミニー選出に関する件

国際ロータリー第2640地区はガバナーノミニーの選出に関し、ガバナーによって指名された委員で構成する指名委員会の制
度を採用することを決議します。

2010～2011年度地区大会　大会決議事項
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第1条（指名委員会）
国際ロータリー第2640地区（以下、「第2640地区」と略す。）は、ガバナー・ノミニーの選出に関し、地区大会での決議に基
づき、ガバナーによって指名された委員で構成する指名委員会の制度を採用する。

第２条（指名委員会の役割）
１．指名委員会は、国際ロータリー細則に則ってガバナー年度を特定しガバナー・ノミニーを指名する。また選出に際してガ
バナー年度を特定する。

２．ガバナー・ノミニー候補者および指名委員会が指名したガバナー・ノミニーに関し、各種の疑義が生じないよう調査する
ことができる。

第３条（組織）
１．指名委員は、５名ないし10名の、原則として第2640地区パストガバナーの中から選出する。
２．指名委員長は指名委員の互選による。
３．ガバナーは指名委員に自らを指名することはできない。但し指名委員会にはオブザーバーとして出席することができるが、
審議や評決に加わることはできない。

４．指名委員会は「○○－△△年度ガバナー選出指名委員会」とし、国際ロータリー細則に定められた期間中に選出でき
ない場合、各年度ごとの複数の指名委員会を設けなければならない。

５．指名委員会は指名委員長が招集する。
６．指名委員会は諮問委員会と別の委員会であり、その都度議事録を作成し、ガバナーが管理する。（代表幹事がオブザ
ーバーとして出席し記録係を勤めることが望ましい）

第４条（ガバナー・ノミニーの資格）
１．ガバナー・ノミニーの指名にあたっては、国際ロータリー細則第15条の15．070．ガバナー・ノミニーの資格条件に従って選
考しなければならない。

２．ガバナー・ノミニーの資格条件として、第1項に加えて、選出される時点で下記の条件を備えていなければならない。また
地区の活性化のため指名を受ける時点で70歳未満であることが望ましい。
(ア) 所属クラブの会員に尊敬されかつ信頼されていること。
(イ) 本人の事業、専門職種または社会奉仕事業においてその経営力が示されており、ロータリーの綱領・職業奉仕・そ
の他ロータリーの理念に反する行為がなく、高い倫理的水準を有していること

(ウ) ロータリーの仕事を遂行するのに必要な時間を提供できること
(エ) 本人の品行が非難の余地のないこと、また私生活において行動する際にも、ロータリーの好ましいイメージを維持
し守るために、法令を遵守できること

(オ) ロータリーとその目的、綱領及び規則をよく理解していること
(カ) のあらゆる面において信服させうる方法で論じることができ、情報を明確に伝達できること

指名委員会内規案

指名委員会内規案 1/2
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第５条（指名手続）
１．指名委員会は国際ロータリー細則に定められている規則に則り、大阪・和歌山の持ち回りといった慣例にこだわることな
く、地区全域から最適なガバナー・ノミニーを指名するよう努める。

２．ガバナー・ノミニーの選出にあたっては、第1条ないし第5条に定めるほか、以下のとおり国際ロータリー細則第13条の規
定に従う。
（１）13.020.4 [クラブからガバナー・ノミニーを推薦]

(ア)ガバナーは各クラブに対して、毎年　　月　　日までにガバナーの指名案を提出するよう要請する。
(イ)各クラブはガバナー候補者を推薦する場合、例会での決議を経て毎年　　月　　日までに指名委員会に提出
する。

（２）13.020.5 [委員会による最適任のロータリアンの指名]
(ア)指名委員会は全員一致の議決を持ってガバナー・ノミニーを選出するのを原則とする。

（３）13.020.6 [指名の公表]
(ア)指名委員会委員長は、指名委員会閉会後24時間以内に指名した候補者をガバナーに報告する
(イ)ガバナーは指名委員会委員長から通知を受けてから72時間以内に、当該ガバナー・ノミニーの氏名と所属クラ
ブを地区内クラブに公表する

（４）対抗候補者がいない場合や対抗候補者の指名が有効でない場合、ガバナーは指名委員会の選んだ候補者をガ
バナー・ノミニーと宣言する。ガバナーは15日以内にこのガバナー・ノミニーを地区内全クラブに通知する

【参考：国際ロータリー細則　第15条15.070.】
(ア)15.070.1 [瑕疵なきロータリアン]
本人が地区内の機能しているクラブの瑕疵なき会員であることを要する。

(イ)15.070.2 [完全に会員資格を有する者]
会員規定の厳格な適用に照らして、完全に会員資格を有する者でなければならない。
そしてその職業分類の正当性が疑問の余地のないものでなければならない。

(ウ)15.070.3 [クラブの元会長であること]
クラブ会長を全期務めたことのある者、または創立日から6 月30 日までの全期間を通し
てクラブの創立会長を務めたことのある者でなければならない。ただし、この期間は最低
6 カ月間とする。

(エ)15.070.4 [ガバナーの任務を遂行できる能力]
第15.090.節に規定するガバナーの任務と責任を果たす意思があり、身体的にもその他
においてもこれを果たすことができる者でなければならない。

(オ)15.070.5 [資格条件を満たしていることを証明]
ロータリアンは、細則に定められているガバナーの資格条件、任務および責任を熟知し
ていることを示し、事務総長を通じてRI に、細則に列記されたガバナーの資格条件、
任務および責任を明確に理解している旨の声明書に署名して提出しなければならない。
この声明書には、ガバナーとしての資格条件を備えており、ガバナーの任務と責任を引
き受け、これを忠実に果たす意思を持ち、それができる状態にあるということを明記する
ものとする。

指名委員会内規案 2/2
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堺フラワーRC 認証状伝達式のご案内

※　お申込み・お問合せ等は、
　　堺フラワーロータリークラブ事務所までお願い致します。

TEL　　072-233-3360
E-mail　info@sakaiflower.com

記

日　　時

登録受付

式　　典

場　　所

会　　費

平成２２年１２月１５日(水曜日)

午後５時３０分より

午後６時～午後８時３０分

全日空ゲートタワーホテル大阪

大阪府泉佐野市りんくう従来北１番地

電話　072-460-1111

１万円

拝啓、寒冷の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高

配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、１０月１４日、堺フェニックスロータリークラブをスポンサークラブとして、堺フラワ

ーロータリークラブが国際ロータリークラブより、加盟認証を受けました。

つきましては、下記のとおり認証状伝達式の開催をご案内申し上げます。公私ともご

多忙のことと存じますが、万障お繰り合わせの上ご来臨を賜ります様お願い申し上

げます。

敬具

今
年
度
初
め
て
・
日
本
で
初
め
て
創
立
さ
れ
た
ク
ラ
ブ
！

拡
大
第
1
号
！

お知らせ INFORMATION
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11月行事報告 Report 2010/11
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１２月　家族月間（Family Month）

2010-2011年度 12月行事予定表
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2010年10月 出席報告




