
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2076回例会 平成 28年 3月 3日   
ソング：君が代 奉仕の理想 
行 事：外来卓話 向井浩高 様 
 
 第 2075回例会 平成 28年 2月 25日の記録  
 
 会長の時間  濱田直美 会長 

みなさんこんにちは。先日、偶然に島崎先生

とお会いする機会がありまして少しお話をし

ましたが、お元気そうでした。先生が、「毎

朝『あさが来た』を見るたびに川原君を思い

出しているよ」と、恐れ多いことを言ってく

ださいましたが、多分私が似ているところは、

なんでもやりたがり
．．．．．．．．．

というところでしょうか。

実は今、須野町の家で農家民宿をしようと役

所の各部署に申請書類を出しているところで

す。今後、民泊、農家民宿を熊野市に広げて

修学旅行生を呼ぶのが今の夢です。ところで、

２月１３日土曜日は、津のメッセウィングで

増強セミナー、また翌１４日は岐阜グランド

ホテルで「What’s Rotaryセミナー」行って

いただいた皆様お疲れ様でした。 

私は両方参加させていただきまして、土曜日

の夕方には岐阜市内で地区委員会がありそち

らにも参加してまいりました。ロータリー三

昧の二日間でした。地区委員会は次年度奉仕

部門が大きく変わります。社会奉仕と国際奉

仕が１つになり、奉仕プロジェクト部門そし

てその下部に社会奉仕小委員会と、国際奉仕

小委員会という事になります。私も、次年度

は社会奉仕小委員会のアドバイザーという立

場になりますので、また一年間宜しくお願い

いたします。

 幹事報告  西村昭宏 幹事 
▼新宮、桑名北、鈴鹿ベイロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。 
▼地区事務所より２０１６－２０１７年度のロータリー財団地区補助金奨学生および、 
 グローバル補助金奨学生募集についてのご案内が届いております。 
▼坪井ガバナー補佐よりロータリー財団寄付活動報告書が届いております。 
 

 職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕部門合同研修セミナー、クラブ会員数別討論会の報告 
 

 濱田直美会長 …クラブ会員数別討論会は、

津のメッセウィングで開催されました。女性

会員の増強についてのグループと、会員数増

強のグループ、私と山門次期幹事が参加した

会員維持のグループの 3 グループに分かれて

実施されました。グループリーダーの飯田勉

ガバナー補佐（久居ＲＣ）の質問に、全員が

答えていくという形式でした。質問はいくつ

かありましたが、最初にクラブの現況報告を

してその後で、①会員維持の為にどういう工

夫をしていますか？②今までの成功例と失敗

例を教えてください。という質問があり、い

ろいろ面白い意見が出たので紹介させていた

だきます。 

・私の履歴書タイムを設けて会員に会社のア

ピールや今までの経歴を話してもらう時間を

取ってとても好評だった。 

・クラブ内クラブが充実していて例会に出席

しても会話が弾み、出席率向上につながって

いるように思う。（釣りクラブ、ゴルフクラ

ブ、旅行クラブ、野球クラブ、囲碁クラブ、

銘酒会、カラオケクラブ、メーキャップ同好

会等） 

例会日：毎週木曜日 
例会場：第 1･3 12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    第 2･4 18：30～みどりや 
事務局：〒519-4324三重県熊野市井戸町 349-1 
TEL0597-85-2110 FAX0597-85-2118 
E-MAIL：kumanorc@sirius.ocn.ne.jp 

2015-16年度 会長 濱田直美 副会長 前田衣代 
幹事 西村昭宏 会報委員 滝本吉也 



・年配の会員に役を持ってもらうとやる気と

張り合いが出来て出席しても活気が出てきた。 

・例会前に全員で握手会をする。親しみが増

す。 

・会費の値上げをした途端やめた会員がいた。 

・酒の席でけんかをしてそのまま会をやめた

会員がいた。 

・例会はハナミズキで、食事代 4,000円だが、

カレーが出たときに会員から文句が出た。 

・入会にあたって、その人の入会を拒否する

人が一人いたが入会させたら、拒否した人が

会をやめた。しかも、その原因の人もしばら

くしてやめた。結局 1人減になってしまった。 

等々です。 

 

翌日の奉仕部門合同セミナーは岐阜のグラン

ドホテルで、今回初めての開催となりました。

セミナーのサブタイトルは、「ロータリーを

取り戻そう」「奉仕の源流を求めて」とあり、

近頃の国際ロータリーは従来の精神を忘れて

しまっているのではないかと意見から開催が

決まりました。 

11：00開会宣言と点鐘で始まり、開催の趣旨

について、宮崎弘夫次期奉仕プロジェクト部

門委員長が説明。岡田ガバナーと、劒田ガバ

ナーエレクトの挨拶に引き続き、昼食。 

軽食とありましたが、この昼食がとても不評

でした。小さいサンドイッチとフルーツが少

し。とても、大人の男性の胃袋を満足させる

量ではなかったと思います。午後は最初に、

服部芳樹パストガバナーの「ロータリーの崩

壊と原点」と題して、基調講演が行われまし

た。その中で、すべてはＲＩの戦略計画推進

の為にされている。革新性と柔軟性のあるク

ラブなら、会費を払い寄付をして、人道的奉

仕活動に参加すれば誰でも入会歓迎。例会へ

の出席は今や死語か？奉仕活動や親睦行事に

参加すれば例会に出席しなくても良いという。

ロータリークラブ定款第 12条第 4節を要求し

たらクラブ細則に則って、あなたのクラブの

理事会は何と答えるだろう。と、話されまし

た。そして、かつてロータリーの対外奉仕活

動は教育プログラムが重視されていた。「魚

を与えるより採りかたを教えよう」この言葉

はいつしか消えていき今は魚をばら撒くだけ。

と、辛辣な言葉が続きました。 

このことはロータリーのライオンズ化といえ、

Ｒｏｔａｌｉｏｎ（ロータリオン）か、Ｒｏ

ｔａｒｉａｎ（ロータリアン）かの選択を迫

られる時が、近づいている。 

 また、クラブを衰弱させる二大疾患とは、 

１．前例のまま穏便に症候群 

２．伝承伝達欠乏症 

これは会長と、管理運営委員会の責任で、任

務理解不足が原因。自分の仕事に当てはめれ

ばできるはずだ 

そして、理念なき奉仕は徒花として、「入り

て学び出でて奉仕せよ。ロータリーは学びの

道場。入りて理念を学ばずして出でて奉仕成

らず。とも、おっしゃっていました。 

休憩をはさんで、北海道釧路から、2500地区

パストガバナーの小船井修一さんの講演があ

りました。 

服部 PG に勝るとも劣らない辛辣な RI 批判が

多々ありました。 

一部を抜粋して紹介いたします。 

「今年、2002-03年度の RI会長ビチャイ・ラ

タクルさんは、2550地区地区大会記念講演に

おいて、「ロータリーリワード（利益供与）

への批判をすると同時に、ラビンドランはア

ホだ」とはっきり言われました。ロータリー

リワードとは、ロータリーの会員に何らかの

利点を与えましょう。会員を維持するために

何らかの利点か利益を与えることが有効と考

えているのです。これは、ラビンドラン会長

が、ロータリーの本来の道を外れてしまった

ことと、ロータリーの行動規範の第五項目を

削除した理由でもあるのです。さらに、ラビ

ンドラン会長はロータリーの中核的価値観、

すなわちビジネス及び専門職での高い倫理基

準の促進という理念を破壊しているのです。 

ロータリーの現指導者たちの考えは、私には

まったく理解できません。これでは、ロータ

リーではありません。これは、世界中の多く

のビジネスや政治の世界で実行されている

「腐敗」行為なのです。 



国際ロータリーの指導者たちへの切なるお願

いは、ロータリアンはすべて報酬なしで人類

の生活向上の為によい働きをしている「ボア

ランティア」であることを常に心にとどめて

ほしいのです。「ボランティア」は超我の奉

仕の仕事をする人たちであり、彼らこそロー

タリーの偉大な「人的資産」でかつ、ロータ

リーを支える「バックボーン（背骨）」であ

り、大切に遇しなければなりません。 

 ロータリーが「基本に帰る」という過程を

経ないなら、ロータリーに未来はありませ

ん！端的にいえることは、今の傾向が継続す

るならば、ロータリーは間違いなく、未来の

ある日、この地球から消えるでしょう！」 

と熱弁を振るわれました。 

最後に、日本の役割として、 

◆『基本理念』を前提とした運営 

・最も奉仕するクラブが最も報われる 

・ロータリーは「人生の道場」「人を育てる

場」 

・結果として「会員基盤の充実」 

◆国際ロータリーへの情報発信 

・ＲＩ理事二名の確保（ゾーン編成で一名に

なる可能性あり） 

・規定審議会の充実（ロータリーの根幹が規

定審議会）…今後のロータリーを変えられえ

る唯一の機関 

◆Renew the spirit of Rotary 

◆Rotary’s first job is to build men 

『ロータリーの第一の仕事は、人※1 を作るこ

と』1974-75年度 RI会長のテーマ 
※1 メンバー、家族、子供たち、社員、地域の

人たち 

 

 西村昭宏幹事 …奉仕委員会セミナーに出

席させて頂きました。出席者は私、斎藤鉄郎

会員、森本伸会員、松本会員と一緒にセミナ

ーを受けてきました。今回が初の３奉仕セミ

ナーでしたので、内容が分からず森本伸君に

内容を聞かれましたが答えられず、講演があ

るので全体の会場で聞いてもらったらいいよ

との回答しかできませんでした。こちらを朝

７時頃出発し、木本のローソンで朝ご飯のサ

ンドイッチとコーヒーを買いまして出発しま

した。会長が事前に会場入りしてくれており

ましたので、慌てずに走れました。途中、借

りた車でしたのでナビがうまく作動せず高速

から下に降ろされ下道を走り会場入りしまし

た。内容的にはロータリーの崩壊と原点と言

う事で、国際ロータリークラブの趣旨は現在、

出席と言うより会員を集めボランティア（人

道的奉仕）の方向に向かっているとの事で日

本ＲＩとしては今まで通りの職業奉仕があり

での考えて行こうとの事でした。時間も３時

頃に休憩が入り以降質疑応答でしたので、い

つもならそこで帰って来るのですが、会長が

地区委員と言う事と行ってもらった皆さんお

となしい方でしたので、最後までセミナーを

受けました。私も幹事ですので帰ろうかとは

言い出しにくく最後までおりました。お昼は

サンドイッチで朝もサンドイッチ。帰りは大

台で森本伸君のおすすめで、焼き肉方式の焼

き鳥バージョンを皆で食べてもらいました。

松本君は大盛りご飯と親子丼を食べ店の人は

びっくりしていました。 

 

 朝尾高明会員 …クラブの会員増強は現在

若い人が中心になっています。一つの要因は、

親睦クラブの野球部が有るからです。当クラ

ブの野球部は甲子園球場のロータリー野球大

会で、全国優勝しています。又国際交流とし

てフィリピンの少年野球部と交流しています。

選抜野球大会にも参加していますが、高齢化

でなかなか勝てません。熊野ロータリークラ

ブの会員数の推移について報告します。熊野

市の人口は、熊野ロータリークラブ創立時

27000 名でした。しかし毎年 250 名位減少し

現在熊野市の人口は 17900 名です。熊野ロー

タリークラブの会員数は創立時 24 名 1100 名

/1名最大時平成 13年 42名 500名/1名最小時

昭和 55年 22名 1200名/1名現在 33名 500名

/1 名ちなみに津市の人口は 283000 人会員数

155 名 1825 人/1 名松阪の人口は 167000 人会

員数 161名 1050/1名鈴鹿市の人口は 20000人

会員数 175 名 1142 人/1 名四日市の人口は

312000 人会員数 256 名 1218 人/1 名になって



います。創立時から考えると十分な会員数だ

と思います。ロータリアンとしてふさわしい

方を会員選考でしっかり選考して安易に増強

するのは避けなければならないと思います。

当クラブは現在素晴らしいクラブだと思いま

す。何故なら二世の会員や若い会員が中心に

クラブ運営されている。「エンジョイロータ

リー」ヒューアーチャー元会長のテーマを実

践している熊野クラブの在籍 20 年以上の会

員が 8 名居りますが若い会員を見守って指導

していただいています。クラブは適した人数

があるのではないかと思います。現在の熊野

ロータリークラブは適正だと思います。私の

参加した部会の意見を紹介します。尾鷲ＲＣ

は極少クラブで会員 15 名。上野東ＲＣ現在

30数名全員で声を掛けている。久居ＲＣ現在

32名財団奨学生に声をかけたら入会してくれ

た。松阪山桜ＲＣ最大 59 名現在では 39 名ロ

ータリークラブに魅力が必要。野球を継続す

るかどうかが課題。家族も含めて応援する事

も必要。鳥羽ＲＣ現在 35名ＪＣに入っていた。

国会議員の半分がＪＣ会員だったというのは

入会のいい決め文句だ。入会システムにも問

題がある。時代に合わせ帰る必要がある。桑

名北ＲＣ、ロータリーは憧れの場になること

が大切です。伊勢南ＲＣ50 周年 58 名から 68

名最大現在 38名丁度良い感じです。量より質

が大切です。最低の会員増強が必要 130000都

市で 4 クラブはどうか。取り組み特別委員会

を設置している。志摩ＲＣ46 名で内 11 名が

女性会員。入会者のフォローや例会を楽しく

し、全員総意で運営する事が大切です。50名

を目指している。伊勢中央ＲＣ増強を考えて

事が無い。やみくもに増やしていいのか？個

人が責任を持って声を掛けて増強する。桑名

北ＲＣ純増 1 名を目指す。例会を知ってもら

う為に招待する。33名中 9名が女性桑名での

女性の受け皿になっている。例会を楽しむ事

が大切です。50名以上だと島が出来るのでは

33名が丁度良い。未開発地域の開発が必要だ。

一人を入れて 5 名辞めた事もある。ロータリ

ーは仲良しクラブではない。財政的には 40名

ぐらいがちょうど良い。例会に来て頂きロー

タリーを知ってもらう。幽霊会員も大事な会

員です。再入会は難しいが進める。例会を夜

間にして出席を進める。松阪山桜ＲＣ入会シ

ステムに問題が発生する場合があるので注意

する事が必要です。四日市南ＲＣ55名最大 40

名を切って危機感を持った。女性会員 5 名入

会したが 3 名退会現在 2 名。退会会員に声を

かけて 4名入会 2名退会後 2－3名を入会させ

たい。40名ぐらいが丁度いい感じです。顔の

広い人を増強委員長にする。四日市東ＲＣや

みくもに 9 名増やして次の年度で半数退会す

る。100％出席の為に、委員会を開き 100％出

席にする。45名が 35名に 40名ぐらいが丁度

良い。若い人用の説明会を開催する必要だ。

鈴鹿西ＲＣ44名女性 7名。ロータリアンとし

ての資質を上げる。内緒ですが 100％は難し

い場合は仕方が無い。津南ＲＣ創立 50 周年

60名ぐらいが現在 49名委員会活動は 50名ぐ

らいが丁度良い。例会には出席が絶対の条件。

社会的認知を深めていく。津北ＲＣ若い会員

の増強と女性会員の増強が良い。他クラブか

らの紹介してくれた。年賀状を送る。坪井ガ

バナー補佐より量より質。増強より維持。例

会を楽しく。顔の広い人にお願いする。家族

例会を重視する等のアドバイスがあった。 

 

 森本 伸 会員 …奉仕委員会セミナーに

出席させて頂きました。お昼ご飯にびっくり

しました。こんなことならコンビニのおにぎ

りをしっかり食べておけばよかったと後悔し

ました。内容は、あまりよくわかりませんで

した。 

 
 ニコニコＢＯＸ 
会長・幹事…本日も出席ありがとうございます。 
田端 稔充…早退します。申し訳ありません。 

 

 

 

 次回第 2077回例会  

3月 10日：次年度役員発表 

     諸事御祝 

 出席報告  和田幹夫 出席委員長  

会員数 34名  出席数 16名  欠席数 18名 

出席率 47.05%  修正 62.85% 


