
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2084回例会 平成 28年 4月 28日   

ソング：手に手つないで 

行 事：新宮ＲＣ６０周年・上野東ＲＣ３５周年報告 

 第 2083回例会 平成 28年 4月 21日の記録  

 

 会長の時間 濱田直美 会長  

皆さんこんにちは。先日の高山の地区・研

修協議会に出席された皆様お疲れ様でした。

また、運転していただいた森本さん、朝尾さ

んありがとうございました。高速道路が出来

て早いようでもやはり、高山は遠かったです。 

前日は、名古屋に泊まって美味しい鳥料理を

いただいてきました。久しぶりに、たくさん

お酒をいただいてきました。 

 来る 5 月 7 日には、駅前の文化交流センタ

ーでロータリーデーが開催されます。今年初

めての 100％出席をめざしていますが、海外

に行かれて出席できない会員もおられます。

そこで、新宮クラブや尾鷲クラブにメーキャ

ップできない方は、E クラブでのメーキャッ

プをお願いします。メーキャップをしたこと

がない方もおられると思いますので、メーキ

ャップの仕方について、文書で案内をしたい

と思っています。HP上にも載せますのでご覧

ください。本日も出席いただきありがとうご

ざいます。 

 幹事報告 西村昭宏 幹事  

▼松阪、伊勢、名張中央、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。 

▼ガバナー事務所より「平成２８年熊本地震」への義援金についてのお願いが届いております。一

人当たり 1,000円以上の義援金ご協力のお願いです。 

▼「まんまんらい」さんへの地区補助金最終報告書の受理通知書が届いております。 

▼ガバナー事務所より 2016年度 規定審議会報告会のご案内が届いております。 

▼上野東ＲＣ創立３５周年記念例会式次第と記念講演のチラシが届いております。 

▼新宮ロータリークラブより創立６０周年のお礼状が届いております。 

▼桑名西、横浜戸塚西ロータリークラブより週報を戴いております。 

 

 地区研修・協議会報告  

浜口佳丈会長エレクト…先月今月と高山市へ

職業を放棄して、地区協

議会へ行って来ました。

今回も先月同様に、ＲＩ

会長の思いをガバナー

が伝えてくれて、さらに

その思いをガバナー補佐が伝えてくれるので

すが、人から人へと伝わる中で伝える人の思

いも加わるので、何処までぼくが伝えたらい

いのかわかりづらいです。それでも小心者の

ぼくですから意見も出来ませんが。でも来年

は長い物に巻かれようと思っています。 

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 



 

山門弘毅次期幹事…マイクロバスで名古屋前

泊のうえ高山へ行ってき

ました。運転して頂きま

した朝尾さん、森本（健）

さんありがとうございま

した。次期幹事として食

事を含む諸々の初仕事をこなしましが、名古

屋夕食の鳥料理の選択では｢美味しかった｣と

喜んで頂き、救われた気持ちになりましたの

ですが、たくさんの方々のお世話をする事が

私の性分に合わず、前途多難と感じています。

分科会では｢戦略計画｣に濱口会長エレクトと

参加しました。ＲＩで例会義務回数の緩和な

どが決議されたと岡田ガバナーからお聞きし

ました。背景には長期スパンで会員数・クラ

ブ数の減少は避けられず、柔軟な対応が必要

との考えがあるようです。近々それらに関す

る報告説明会もあるようなので、よく理解し

濱口会長エレクトと話し合いながら来年度を

より良い方向に進めていけるよう努力してい

きますので、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

野地俊行次期社会奉仕委員長…地区研修・協

議会に参加して感じたことは以下の２点です。 

初めに、今回の研修で頂

いた資料に、次期ＲＩ会

長のジョン ジャ－ム氏

のメッセ－ジがあり、そ

の中に「毎週、世界３４，

０００以上のクラブロー

タリアンが語らい、笑い、アイデアを分かち

合う為に集います。しかし、私達が集う一番

の理由は、最も大切な目標、すなわち「奉仕」

の為です」と言う文章があります。私はロー

タリーに入会してから例会出席率が大事であ

ることは言われていますが、例会の目的が良

く分からなかった。人間は目的も分からずに

ルールだからということで従っていると何の

ためにやっているのか、どこを目指すのかが

分からない為そのことをやることが苦痛にな

るものです。これで例会の目的がわかったの

で、今後は例会の目的に基づき色々考え判断

して行こうと思いました。次に奉仕プロジェ

クトの分科会で大崎さんが熊野ロータリーの

フィリピンの活動についてのプレゼンを２０

分位行いました内容は非常に良かったと思い

ます。最後の講評で加賀パストガバナーがど

んなことでも良いから「行動して下さい」行

動しなければ成果に繋がらないし、成果を出

してロータリーの認知度の向上にもないとの

ことであった。又、国際奉仕は海外に行くこ

とだけではなく国内にいる外国人を対象に奉

仕することも国際奉仕になるとのことで、予

算も余っているようなので、フィリピン以外

にも何かできることを考えましょう。 

 

榎本義秀次期Ｒ財団委員長…先週１７日に高

山まで行って参りまし

た。十数年ぶりの高山で

したが、熊野と同様高速

が出来て便利になって

いました。しかしながら、

やはり熊野からは、２６

３０地区内で、一番遠い所ではありました。

分科会では、ＥＲＥＹ１５０ドル、ポリオプ

ラス３０ドルの寄付のお願いがありました。

次に、補助金についてお話があり、本年１２

月には、地区補助金申請を作成、２０１７年

１月には、申請書を提出しなければならない、

との日程の流れが指示されました。地区補助

金については、２０１７年―２０１８年の計

画を、２０１６年―２０１７年度中にすまさ

なければならないことになります。各補助金

の申請の為には、２０１６－年―２０１７年

中に２回行われるセミナー出席が、絶対条件

となります。上記のセミナーは、７月２４日

と１０月２９日に岐阜で予定されています。

２０１７年―２０１８年を含め、事業をお考

えの方がおられましたら、早めの計画をお願

いします。以上で報告を終わります。 

 

井上登次期米山記念奨学委員長…１９５２年

日本で最初に設立されたクラブ東京ＲＣが日

本のロータリーの創始者と呼ばれる米山梅吉



氏の功績を記念して始

めた国際奨学事業が、国

内の全ロータリー地区

の合同事業に発展した

ものです。ご寄付のお願

いということで、寄付金目標、普通寄付、

￥5,000 以上、特別寄付￥10,000 以上ちなみ

に 2630 地区は 34 地区の中で 30 番目￥8,885

円寄付金収入は、14億 93783千円（過去 5年

間で最高額）と６年ぶりに 14億を突破しまし

た。来年は 15 億を超えると言っていました。

昨年個人寄付で名古屋で 1 億円をした人がい

たそうです。今年も名古屋名東ＲＣが 1 位で

す。個人平均寄付額 517,333 円、2 位横浜東

が 110,086円と約 40万の差、寄付金額に応じ

て地区別奨学生割当です。2015 年学生度 730

人 2016 年 750 人累計では 18,648 人で中国

33％韓国 22.9％台湾 18.3％マレーシア 4.8％

ベトナム 4.9％インドネシア 2％バングラデ

シュ 1.7％タイ 1.6％スリランカ 1％その他

10.4％です。熊野ロータリーは年額 4,500 円

寄付しています。 

 

朝尾高明会員…今回は、環境委員長の代理で

地区協議会に出席して来

ました。熊野発 14：00、         

名古屋着 16：45、マイク

ロバスでも頑張ら無くて

も早く着きます。名古屋国

際ホテルに宿泊、夕食は「鳥しげ」で鳥コー

ス、美味しくて、次期幹事 100 点、翌朝は名

古屋発 8：00、高山着 10：30、雨の為に高速

道路渋滞無く、予定通り到着、昼食は、駅弁

と味噌汁。点鐘まで時間があるので、ミュー

ジアム飛騨を見学しました。高山は飛騨家具

が素晴らしい。中でも凄いのは組み木による

襖、素晴らしいが値段も高い、４枚セットで

安いので 240 万円次が、460 万円、高いのは

なんと 720 万円、もっと凄いのは玄関に置く

衝立 1440万円、此れだと家から建て直す必要

がありそう。12：00点鐘全体会議ではＲＩ会

長エレクトの次年度のテーマ、劒田次期ガバ

ナーのテーマも紹介され例会に出席すること

でロータリーの良さがわかるようになるので、

出席が大切で、地区活動方針テーマは「最も

出席するもの最も報いられる」とのこと、又

分科会では、大崎会員の国際奉仕プロジェク 

トのプレゼンがあり、熊野ロータリーの活動

が紹介されました。環境の話はありませんで

した。帰りは、少し早く 16：00出発途中松阪

で夕食、美味しい焼き肉を食べて熊野に 22：

00に着きました。次期会長幹事さん御苦労様

でした。次期幹事 100点。 

 

森本健一会員…米山の広報

ビデオを見ました。分科会も

１時間で終わり、帰りは松阪

で焼き肉を食べてきました。 

 

田端稔充次期拡大増強委員長…会員数 50 人

以下は、1 名増員してほしい

と言われました。人口比率か

らいくと熊野は 30 人位で免

除してもらってもいいので

はないでしょうか。 

 

大崎順敬次期国際奉仕委員長…奉仕プロジェ

クトで名張中央ＲＣ，鈴鹿ベイＲＣで発表し

てきました。熊野はフィリピンの子供たちと

野球交流のプレゼンを

してきました。最初は、

8 分間で発表の予定でし

たが、前日に電話で 20

分お願いしますと連絡

がありまして、紙なしで話をしました。名張

中央が 7分、鈴鹿ベイが、10分の発表でした。

カウンセラーの加賀パストガバナーをはじめ

多くの人から「熊野さんは楽しそうやね」と

言われました。 

 

森本伸次期職業奉仕委員長…新入会員の方と

同じ分科会で、新入会員

さんむけのお話が多か

ったです。職業奉仕につ

いては、２月１４日に岐

阜であった職業奉仕・社



会奉仕・国際奉仕部門合同研修セミナーと同

じような内容でした。質疑応答では、一番遠

いところと言いながら伊勢志摩鳥羽の人を指

していましたので、まだ熊野が遠いことを知

らないようです。一度熊野にも来ていただき

たいですね。 

 

濱田直美次期Ｒ情報委員長…あるクラブの方

が、「職業宣言」が、行動規範としてなって

いないが、この 5 条問題についてどうお考え

か？と、質問をされていましたが、委員会の

方が誰もわからないといいましたら、「もっ

と、勉強せい！」と、怒られていました。 

私も聞いたことのない話で、全然分かりませ

んでした。これから勉強したいと思います。 

情報委員会では、RIの 3年ごとの規定審議

会の改訂内容に沿って、その都度各クラブの

定款細則を必ず見直してくださいと教えられ

ました。今年は、改訂の年ですので、この冬

には新しい内容に沿って変更が加えられた手

続き要覧が発表されます。5 月の 12 日には、

その変更内容について竹腰兼壽パストガバナ

ーの説明会がありますので、クラブ代表で行

ってまいります。 

魅力的なロータリアンやロータリークラブ

を作るには、どうすればよいかということに

ついてお話がありました。ただ、増強という

だけでなく、人やクラブに魅力がないと意味

がないとの事でした。 

具体的には、 

①長期の管理運営→先を見据えたクラブ運営 

②リーダーシップのある人材を育成→研修の

仕方を教える研修が必要 

③仕組みを作って研修を行う 

 １）3年計画の活用 

 ２）CLPに準じた為の定款と細則 

 ３）ユーチューブの動画や、IT資料で学ぶ

方法の導入 

 ４）自分たちのクラブ活動や、例会動画を

ユーチューブで発信 

この中でも、ユーチューブを利用した研修が

分かりやすくて新入会員などに好評だと言わ

れました。中でも、岡崎東ロータリークラブ

の動画は秀逸だそうですので皆さん是非ご覧

ください。 

また、CLP に関しても、成田ロータリークラ

ブの動画が素晴らしいとの事でした。 

当クラブでも、次年度はユーチューブを利用

した活動を行っていきたいと思っています。 

次年度宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 ニコニコＢＯＸ  

会長・幹事…本日も出席いただきましてありがとうございます。 

濱田 直美…地区研修・協議会に出席された皆様お疲れ様でした。運転してくれた森本さん朝尾さ

ん他の方々ありがとうございました。 

野地俊行・田端稔充…旅費が残りましたので。 

佐武 紀明…結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

尾﨑しほ子…地震、胸が痛みます。 

田端 稔充…遅刻。 

 

 
 次回第 2082回例会  

5月 7日：ロータリーデー 

 出席報告  森本 衞ＳＡＡ 

会員数 35名  出席数 22名  欠席数 13名 

出席率 62.85%  修正 68.57% 


