
国際ロータリー会長 バリー・ラシン 



目  次 

ＲＩ会長 ８月のメッセージ ＲＩ会長 バリー・ラシン  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

ガバナー ８月メッセージ ガバナー 樫畑 直尚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

ガバナー レポート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～4 

ガバナー公式訪問 レポート  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5～6 

会員増強・新クラブ結成推進月間に寄せて 

   会員増強・維持委員会 委員長 川口 正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9 

会員増強のための評価ツール   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～12  

国際大会（カナダ ・ トロント） 2640地区 Night 報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

「平成30年７月豪雨」義捐金 のお願い  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

地区大会、地区大会記念ゴルフのご案内  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

ロータリークラブ推奨映 「ブレス しあわせの呼吸」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

青少年交換 2019－2020年度長期派遣学生募集のご案内  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 ロータリー関係の表彰 

  2018-19年度 ロータリークラブ対象のロータリー賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 
  2018-19年度 意義ある奉仕賞（地区表彰） 

  2018-19年度 ローターアクトクラブ対象のロータリー賞    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

  2018-19年度 インターアクトクラブ対象のロータリー賞    

  2018-19年度 ロータリー会長特別賞    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

日本のロータリー百年の鐘  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

障がい者施設のみんなとサーカスに行こう！ ワールド大阪ロータリーＥクラブ    ・・・・・・・・・ 22 

「有田川町ふれあいキャンプ」 を支援 有田2000ロータリークラブ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

「第10回紙飛行機滞空競技大会」  堺南ロータリークラブ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

MY ROTARY のアカウント登録状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  25 

ハイライトよねやま Vol.220  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26～27 

ロータリー文庫通信 371号  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

新入会員の紹介 ・ 訃報（2018年6月） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

第2640地区 会員数・出席報告（2018年6月） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

８月の行事予定 / ガバナー事務所のご案内  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

http://www.riconvention.org/ja/12月15日までの登録は 早期割引 



RI会長 ８月メッセージ 



ガバナー ８月メッセージ       

会員増強・新クラブ結成推進月間に寄せて 

 

 

 

 

 

 

 

          国際ロータリー 第2640地区 

             ガバナー 樫畑 直尚 

  本年度R.I.会長バリー・ラシンは、2018年1月

14日の国際協議会で、各クラブの現状に目を向

け、もし変化が必要だと思うなら、先ずは私たち

自身の意識を変えるべきだと訴えました。 

 講演の中で、ラシン会長は、マザーテレサの言

葉に習って「世界を変えたいなら、うちに帰って

家族を愛しなさい。まずは自分を変えることから

始め、そこから外に向けた努力をしなさい」と、述

べたことを紹介し、以下の言葉を続けました。 

「これは、ロータリーという組織を支える際に、

私たち全員が心に刻むべきことです。ロータリー

の会員数は、この20年間ずっと120万人程度で低

迷しています。成長しておらず、会員の高齢化が

進んでいます。活動を通じて変化をもたらすため

の知識や意欲をもたないクラブが、あまりに多す

ぎます。ロータリーが世界でどんな活動をしてい

るのかを知らず、ロータリーと財団のプログラム

を知らないクラブ、参加方法がわからないクラブ

もあります。ロータリーは会員制組織です。です

から、奉仕活動を通じてより良い世界を築きたい

と願うなら、会員を大切にしなければなりませ

ん」。 

私たちは、知らず知らずのうちに、内向きに

なっていたような気がします。今あるクラブと

今あるクラブ会員の為だけに、そのエネル

ギーが費やされているのなら、将来の変化は

望むべくもありません。何十年も先にも活発な

活動を続けている「持続可能」なクラブを作る

ためには、まずはこの問題に真正面から取り

組まねばなりません。是非、このためにエネル

ギーを使って下さい。これは未来への投資な

のです。その具体的対処法として、クラブでの

戦略計画の立案も検討をお願いしたいと思い

ます。 

 私たちの地区では、２０１４年７月から２０１７年

の６月末までの３年間に、６５１人が退会しまし

た。２０１４年７月の総会員数は１，９０９人ですか

ら、３年間で３人に１人が退会したことになりま

す。１９９６年には、日本の会員は約１３万人を擁

しましたが、現在は約９万人。約３割を失いまし

た。しかし、驚くべきことに、当地区ではこの期

間に、約４，０００人から約１，９００人と半減してい

るのです。 

 また、人口６万５千人を持ち、かつて二つの

クラブがあった藤井寺市には、今、クラブはあ

りません。大きな町（自治体）にロータリーが

ないのはいかにも淋しく思います。当地区で

は、過去１５年間で、１２のクラブがなくなりまし

た。しかし誕生したクラブは６。一旦なくなると

その地域での復活は非常に難しくなります。

だから失くしてはならないのです。頑張って頑

張って、クラブを活かして復活を図らなくては

ならないのです。 

 当地区の現状を考えると、新クラブの結成

は時間もかかりますし、諸状況から考えると必

要な手順も踏まねばならないので少々の無

理があります。しかし、増強はたった今からで

も出来る事です。特に当地区の特殊性を考え

るなら、会員数の減少を食い止めるに、新会

員の勧誘ととも、退会防止即ち、現会員の維

持に注力頂きたいと思います。キーワードは

「楽しいクラブ」作り。会員一人ひとりが、魅力

のあるクラブ作りに協力し退会防止を図りま

しょう。新会員の獲得と退会防止、「持続可能」

なクラブ作りのためには、これらが両輪を成

すのです。 

 重ねて申し上げます。将来でも活発な事業

展開ができる「持続可能」なクラブを作ってい

きましょう。会員一人ひとりが、未来にも続く

ロータリーチームの仲間作りを心がけ、一丸と

なって前に進みましょう！ 



ガバナー レポート 

7月14日(土)。2018-19年度RI第3ゾーン「ロータ

リー戦略計画セミナー」に参加しました。三木ＲＩ

理事、大室E/MGAと共に、2640地区チームの記

念写真。いよいよ来週からクラブ公式訪問開始。

頑張るぞ !! 

Facebook（h ps://www.facebook.com/）

7月15日(日)。270年の歴史を誇る「貝塚 太鼓台

祭り」に。貝塚ロータリークラブの皆さんにご招

待頂きました。この太鼓台祭り、紀州鷺ノ森から

貝塚に本願寺が移された事を喜んだ住民が、三

日三晩踊り明かしたのが始まりだとか。紀州門徒

としてご縁を感じます。担ぎ手の現役・OBが会員

にいらして、詳しく説明を頂きました。貝塚RCの

皆さん有り難うございました。  

7月18日(水)。「 百舌鳥・古市古墳群を世界文化

遺産に」をテーマに、堺おおいずみロータリーク

ラブの主催で「世界文化遺産 PR幟デザインコ

ンクール 表彰式」が開催されました。120件の応

募を勝ち残ったのは、木村幸代さん。この幟(の

ぼり)が、堺市、藤井寺市、羽曳野市を飾ります。

姫野会長、寺崎ガバナー補佐と記念写真。公共

イメージ向上に多大なる貢献を頂きました。 

7月1日(日)。グランドプリンスホテル高輪にて

「ガバナー会」が開催されました。日本のロータ

リーには、３つのゾーンと３４の地区が割り当て

られています。今日は地区運営を担うガバナー

が勢揃い。気持ちも新たにスタートを切りまし

た。皆さん、宜しくお願い申し上げます。 



ガバナー レポート Facebook（h ps://www.facebook.com/）

7月22日(日)。ＲＩ第2640地区「インターアクトクラ

ブ年次大会」が橋本市内で開催。初芝橋本中学・

高校(提唱クラブ:橋本RC)がホスト。12校の生徒

さん達が集合！青年海外協力隊OB・OGから、体験

に基づいた国際貢献についての講演を頂きまし

た。 

7月21日(土)。大阪市内のホテルにて、ＲＩ第2640

地区「青少年短期交換受入留学生歓迎会」。チェ

コ、スコットランドから各１人、オランダから３人とド

イツから５人。全員からスピーチを頂きましたが、

素晴らしい内容。グローバル社会の未来の担い

手、頑張れ～！ 

7月24日(日)。日本のロータリー百年の鐘。このア

ルミ製ケースに納められているのは、鐘❗実に重

い❗それに暑い❗今日は本州最南端の串本に。 

この熱い想い、明日はあなたの町に届けます。 

公式訪問で、点鐘してもらいます！  



ガバナー 公式訪問レポート 

7月19日(木)。国際ロータリー第2640地区、2018-

19年度「ガバナー公式訪問」の第1回目は、岡本

浩直前ガバナーが所属する「和歌山城南RC」。瀧

口会長、大久保幹事を始め、クラブの皆さんに

は、アドレスをご清聴頂き有り難うございました。  

Facebook（h ps://www.facebook.com/）

7月20日(金)。第2640地区公式訪問の２。和歌山

南ロータリークラブ。記録的な猛暑の昼下がり、

三木会長、柴田幹事始め、クラブの参加者全員の

方に耳を傾けて頂き感謝申し上げます。   

7月20日(金)。本日二つ目、公式訪問の３。和歌山

中ロータリークラブ。メンバー数こそ多くはない

ですが、(財団に頼らずに)国際奉仕に特化して、

クラブの魅力を強力に出しています。大平会長、

奥村幹事始め、本当に素晴らしくアクティブなメ

ンバーばかり。本日は有り難うございました。  

7月23日(月)。ＲＩ第2640地区公式訪問、その４。

「堺南ロータリークラブ」、物種会長、中田幹事始

め素晴らしいロータリアン達。紙飛行機大会等、独

自事業も多彩。本日は有り難うございました。  

7月23日(月)。ＲＩ第2640地区、公式訪問その５。太

子ロータリークラブ。夜の例会。辻元会長、平山幹

事始めメンバーの皆さんが個性豊かで素晴らし

い。懇親会が終わったら夜の11時、遅くまで有り

難うございました。  



ガバナー 公式訪問レポート 

7月24日(火)。 公式訪問その６。「串本ロータリー

クラブ」。今日の例会は会員所有の立派なホテル

跡。山本会長、和田幹事始め伝統的なスタイルの

ロータリー。皆さんが素敵なロータリアン！ ❗本
日は、有り難うございました。  

Facebook（h ps://www.facebook.com/）

7月25日(水)。 公式訪問その7。「堺おおいずみ

ロータリークラブ」。今日の例会は堺商工会議所

ビル。姫野会長、松葉幹事始め大歓迎を頂きまし

た。老壮青の揃う年齢層にバラエティーのある活

力溢れるクラブ。皆さん、本日は有り難うござい

ました。   

7月25日(水)。公式訪問その8。「堺中ロータリー

クラブ」。例会場はスタイリッシュな結婚式場。松

本会長、根来幹事始め多彩なロータリアンが勢揃

い。自由な雰囲気が特色のよう。本日は、有り難

うございました。   

7月26日(木)。公式訪問その9。「富田林ロータ

リークラブ」。上野会長、猪坂幹事始め真摯に

ロータリー活動に取り組んでいる姿勢に感激。会

場には、全員の拍手で入場し、歓迎の歌まで歌っ

て頂きました。ビジターへの心遣いは唯一無二か

と。本日は、有り難うございました。 

7月26日(木)。公式訪問その10。「大阪狭山ロータ

リークラブ」。上田会長、雪本幹事始め絵に描い

たようなオーソドックスなロータリアン揃い。会場

には、全員の拍手で入場し、歓迎の看板も。当クラ

ブは青少年奉仕(青少年交換)に関してはトップ

ランナー。今日は、有り難うございました。 



地区会員増強・維持委員会 委員長 川口 正 

 みなさん、こんにちは、毎回配布していただい

ている地区概況を取りまとめているグラフ（次

ページ）です。 このグラフを見るかぎりでは、ほ

とんどのクラブで会員が減少しています。只会員

を増やす事ばかりに気を取られていますとクラブ

の運営を失敗してしまいます。 

 私が考えますに先ず2世、3世会員を増やすと

云うのは如何でしょうか引退や勇退をなさった会

員の子息の入会が少ないと云うのは当クラブだ

けに限った事ではないと思います。 

 何故入会されないのかを質問致しますと、余裕

が無い仕事が忙しい、時間が無い等を述べられま

す。 しかしそれを云ってしまいますと暇とお金

を持て余している人が入会している様な気がす

るのですが、果たしてそうでしょうか。ロータリー

クラブは職業人の集まりです。 会員全員が企業

のリーダーであったり、企業の幹部社員でありま

す。ですので仕事が忙しい、時間が無い等を云わ

ずに時間を作って下さい。 

 そして、もう１つ、これは会員全員に云える事で

ありますが、魅力が無い。私は父や母が入ってい

たロータリークラブに魅力を感じないご子息がお

られるのではないでしょうか？それは現会員がク

ラブに魅力を感じていないから、家族やご子息も

魅力を感じられないのではないでしょうか？各ク

ラブや又各クラブの会員様には、色々個人差が

有るように思います。 周囲の会員よりゆとりの

ある会員様は、そのゆとりを分けてあげて下さ

い。また、周囲よりゆとりの無い会員様は喜んで

受け入れて下さい。そうされることで各会員様に

はクラブに来る事の良さから分かって頂けると思

います。 

 私が申しますゆとりと云いますのは、経済的な

ものであったり、又、時間的なものであったり、又

精神的なものであったり経験であったり体力的な

ものであったりであると思います。 

 以前に岡本パストガバナーが、地区の新入会

の会員様に配布いたしました冊子に今日から

ロータリアンと云う冊子があります。その中の１

ページ目にロータリーの効用を云う枠がありま

す。その中に書かれている事

に「１、ロータリーは心の友を

作る、２、ロータリーは人を作

る、３、ロータリーは信用を作

る、４、ロータリーは感動を作

る、５、ロータリーは夢を作

る、６、ロータリーは青春を作

る、７、ロータリーは平和を作

る」です。今すぐでなくて結構です、今季のバ

リーラシン会長が2018年1月14日国際協議会の

会長スピーチの中で、よりよい世界を作りたいの

ならプロジェクトを計画したり任務を割り当てた

りする事から始めないでください。インスピレー

ションから始めて下さいと話されています。 

 インスピレーションとは、インスパイアつまり鼓

舞、行動する人と云う意味だそうです。インスピ

レーションは私達の標語「超我の奉仕」から得て

下さい。 少し矛盾している様に思いますが、す

ぐに行動するのが大変ならば、先ず意識を持つ

ことから始めて下さい。無理に行動致しますと、

しんどくなります。しんどくなると嫌になります。 

ゆとりの範囲から始めて下さい。昔より新入会

員、新入部員、新入生徒、新入社員等々の加入は

昔より組織の課題のひとつであったと思います。

それはその時代の社会情勢や流行、経済状況等

によって、一概ではないように思います。 皆様

のクラブの地域に合った方法で良い仲間を増や

して下さい。そして新しく入会された会員様には

従来の地区の新入会員の研修会はもとよりです

が、やはり各クラブの特色等を残すために各クラ

ブでも新入研修をして頂きたいと思います。 

 もし、ご希望があれば地区より樫畑ガバナー

をはじめ時間の調整等をつけさせていただい

て、お手伝いをさせて頂くと申し出もありますの

で、ご希望のクラブは樫畑ガバナー事務所迄ご

連絡を下さればと存じます。 

 先ずは、ゆとりの中で仲間を増やし友愛の精

神を持ってロータリーライフをエンジョイ楽しみ

ましょう。 

会員増強・新クラブ結成推進月間に寄せて 







 企業が製品を常に改善して顧客の満足度を高めようとするの
と同様に、クラブの現状評価を定期的に行い、会員であることの
価値と満足感を高めることは、元気な会員基盤づくりの第一歩で
す。「入会したい」「会員であり続けたい」と思われるクラブとなる
ために、本資料を参考にして早速はじめましょう。 

•「職業分類調査」で地元の職業
を 反映したクラブに 

•「会員多様性調査」で多様な会
員が集まるクラブに 

•「会員候補者情報の収集」で入
会候補者さがしを 

 クラブの事情に応じてこの中から選んで調査を行ってもよいで
しょう。複数の調査を実施する場合は、上記の順に実施するのが最
も効果的です。例えば、職業分類と会員の多様性を調べることに
より、特定の職業や属性に勧誘のターゲットを絞ることができま
す。会員維持調査・分析ツールと会員満足度調査は、現会員が何を
求めているか、積極的な参加を促すにはどうすればよいかを考え
るための診断ツールです。退会者アンケート調査は、クラブのどの
ような点が会員の期待に沿わなかったのか、退会を防ぐには何を
変えるべきかを知るための方法です。 

 まずは、調査の実施、結果の分析、それに基づく行動計画の立
案を担当するチームを決めましょう（会員増強委員会が担当する
のが一般的です）。改善の兆しはすぐに現れないかもしれません
が、十分な時間をかけて掘り下げた調査と現状評価を行うこと
で、クラブとロータリーのさらなる発展につながるしょう。 

 ロータリーでは、会員の職業または専門分野を「職業分類」と呼んでいます。クラブにさまざまな分野や業
界の会員がいれば、多様な才能を結集して地域で幅広い活動ができるだけでなく、異業種のネットワークも広
がります。また、以前はなかったような新しいタイプの職業にも目を向け、クラブに新しい視点や考え方を取り
入れることも大切です。 

 職業の種類と用語は国や地域によって異なるため、ロータリーでは正式な職業分類リストを作成していま
せん。 

職業分類調査の目的 

•クラブの会員数を増やす／多様な職業の会員基盤を築く現会員の職業、クラブに不足しているスキルや専
門知識を調べ、不足している分野に重点に置いて新会員を探しましょう。 

•多様な専門知識やスキルを集める会員のさまざまな知識とスキルを生かせば、地域にも幅広く貢献できる
だけでなく、以下のようなメリットもあります。 

•クラブに貢献しているという実感が生まれ、会員維持に結びつく 

•活動の幅が広がり、成果も高まる 

•専門職業人としての能力と誇りが培われる 

•異業種間の交流が広がる 

•入会候補者にとって魅力あるクラブとなる 



準備 

入念な職業分類調査を行うには、会員増強委員会または特別に編成され
たチームなど、調査に専念できる担当者が必要となります。 

はじめよう 

ステップ1：会員データを収集 

全会員に「職業・専門知識・スキルに関するアンケート調査」に答えてもらい
ます（例会中に記入、またはインターネットアンケートで各自の都合のよい
ときに入力）。調査の目的と重要性を事前に理解してもらうことが大切で
す。 

ステップ2：収集した会員データを分析 

職業・専門知識・スキルに関するアンケート調査」の結果を分析し、「職業分
類調査」の表に記入します。 

ステップ3：地域社会のデータを収集 

地元に存在する職業のデータを収集します。地元の雇用統計は、インター
ネット、商工会議所、そのほかの地元団体から入手できるでしょう。次に、
「職業分類調査」の表に、地元で最も多い5種の職業と、それぞれが人口
に占める割合（パーセント）を記入します。 

ステップ4：収集した地域社会データを分析 

職業分類調査」を基に、「職業分類のワークシート」に記入し、クラブの職業
分類構成を地元地域の実態に近いものにする方法を考えます。 

ステップ5：結果を発表 

調査結果と今後の実行項目を例会で発表し、以下を説明します。 

•地元に存在する職業と比較してクラブに欠けている職業分類を特定し、
それらの職業分類に属する新会員を探す必要がある。 

•調査で明らかになった現会員の専門知識とスキルを、クラブの活動の向
上につなげることができる。 

今後の実行項目について会員の意見を聞き、行動計画を立てます。 

ステップ6：計画を実行 

不足している職業分類に属する入会候補者を探します。また、現会員が各
自の知識やスキルを発揮できる役割や奉仕活動に参加します。 

各ステップに1週間以 

上かかる場合もあり ま

す。あらかじめ十分 な

時間を見積もってお き

ましょう。ステップ3 と4

は、それぞれ1～2 週間

かかる可能性が ありま

す。  

そのほかの調査・アンケート  

「会員多様性調査」で多様な会員が集まるクラブに  

「会員候補者情報の収集」で入会候補者さがしを  

「会員維持調査・分析」で会員維持力アップ  

「会員満足度アンケート」で会員の満足度アップ  

「退会者アンケート」で退会の理由を理解  

入会候補者を紹介するよう全会員に奨励しましょう。会員となれる人が、近くにき っといるはずです。友
人や家族、同僚からロータリーを勧められれば、安心して入 会してくれるでしょう。 候補者を例会、活動、
行事に招き、クラブの活動や親睦の楽しさを実際に見てもら いましょう。ロータリーへの理解を深めるに
はさらなる対話や訪問が必要となるか もしれませんが、このステップに十分な時間をかけることが大事
です。  



 

入会候補者情報を収集する目的 

 • 入会候補者を特定する。 

 • 候補者に対してクラブをどのように紹介するかを決める。 

 • 候補者の資質や適性を十分に検討する。  

準備 

 例会で全会員が「入会候補者情報ワークシート」を記入します。実施 時期は、会員増強目標が設
定されたばかりの年度初めか、次期会長が次年度の計 画を立て始める3月ごろがよいでしょう。  

はじめよう  

ステップ1：「入会候補者情報ワークシート」に記入  

記入の目的と、既に実施した調査との関連性を説明してから、全

会員にワークシー トを配布し、記入してもらいます。回収したワー

クシートをまとめ、一つのリストを 作成します。  

ステップ2：行動計画を立てる  

ワークシートで丸で囲まれた名前のリストを作成し、その人たちを

例会、活動、行事 に招く計画を立てます。職業分類調査と会員多

様性調査を実施した場合は、その 結果を考慮して、どの人たち

を、どの会員が、どの活動に、どのようなかたちで招く かを決め

ます。 

ステップ3：入会候補者をクラブの行事に招待  

ステップ2で特定した候補者を、活動や例会、または非公式な集

まりに招き、くつろ いだ雰囲気の中で現会員と話せる機会を設

けます。会長を含む多くの会員が候補 者に声をかけ、温かく歓迎

するムードを作り出すことが大事です。  

ステップ4：フォローアップ  

• 候補者を招いた会員がフォローアップの連絡をし、入会への関

心を探ります。その結果を記録します。 

• ワークシートと候補者リストは今後のために保管しておきます。  

• Rotary.orgの「入会希望者用フォーム」を提出した候補者の情

報を、My ROTARYの「クラブの管理」の「入会者情報の管理」で

随時確認します。 

• 候補者が入会できなかった場合は、ほかのクラブに紹介するこ

とも検討しまし ょう。  

勧誘の方法は地域に よって

異なります。地 元の事情や

文化にふ さわしい方法で入

会 へと導きましょう。  

Rotary.org か ら「入

会希望者用フォー

ム」を 提出した候補

者を、地区がクラブ

に紹介する場合があ

ります。そのような

候補者の情報は、My 

ROTARYの「クラブの

管理」の入会者情報

の管理」からご覧い

ただけます(ログイ

ンが必要です）。  

My ROTARY の「会員コーナー」の会員増強では、地域社会を反映したクラブづくり
に役立つ資料が多数掲載されています。 



国際大会（カナダ ・ トロント）2640地区 Night 報告 

ガバナーノミニー  

ガバナー補佐(６分区) 藤井 秀香 

 一度目は、家族でパンフスプリング、レイクルイー

ズなどを周り、二度目は、オーロラを鑑賞の為。そして

今回は世界大会参加の為に三度目のカナダを訪問

いたしました。世界大会は何度か参加致しましたが、

自クラブのツアーに参加していました。地区のツアー

に参加したのは初めてで、私共のクラブからは6名参

加致しました。 

 開会式終了後の夜、トロント市内のレストラン「sassafrasササフラッツ」で、地区nightが、

44名参加されて盛大におこなわれました。 

トロント市内のベスト本格フレンチレストランTOP10にランクインされている人気のお店で、

お隣も大阪のロータリークラブの方が借り切っておられました。和気藹々と美味しいお料

理とお酒を楽しみ会話が弾みました。 

 岡本ガバナー年度最後のご挨拶をされ功績に感謝。樫畑 様もガバナーエレクトとして

最後になりましがご挨拶の中で次年度の強い意気込みを感じられ頼もしく2640地区の更

なる飛躍が約束されました。 

 色々なクラブの方との会話の中で学ぶことも多く勉強させていただきました。自然に

恵まれたカナダのトロントでの地区nightは、「私のロータリー」の1ページに良い思い出と

なりました。  



「平成30年７月豪雨」 義捐金のお願い 

2018年（平成30年）7月5日に集中豪雨が西日本を中心に広大な被害をもたらし、各地で土砂崩

れや浸水など甚大な被害をもたらしました。７月11日現在では、死傷者は不明者も含め200名以上

にのぼり、建物やインフラへの被害は計り知れません。 

当地区と致しましては、各クラブ皆様のご理解と御協力のもと義捐金を募り、被災地区へお届け

したいと存じます。 

現在、以下の被災地区に現況と復興支援に向けた今後の取組みについて、第２６６０地区とも連

携のうえ、最新の状況を問い合わせておりますが、事態が判明するまでには、今しばらく時間を要

するものと拝察されます。 

義捐金の送金に際しましては、送金日、クラブ名、金額をご連絡のうえ、8月10日(金)まで、ご送

金くださいますようお願い申し上げます。 各被災地区への送金金額や時期につきましては、被災

地区からの要請に基づき、慎重に判断のうえ、後日、ご報告申し上げます。 

なお、被災地区に対し、独自に支援を御計画のクラブにおかれましては、あらためて義捐金を振

込み頂く必要は、ございませんので念の為申し添えます。 

被災地区・被災住民皆様への御支援を、衷心よりお願い申し上げます。  

【国際ロータリー第26４0地区からの 「平成30年７月豪雨」支援先予定地区】 

 RID2630（岐阜・三重） 

 RID2650（福井・京都・奈良・滋賀） 

 RID2680（兵庫） 

 RID2690（岡山・島根・鳥取） 

 RID2710（広島・山口） 

 RID2670（愛媛・香川・高知・徳島） 

送金先： 紀陽銀行 本店営業部 

（口座番号）普通2316975 

（口座名義）国際ロータリー第2640地区 預り金 ガバナー 樫畑 直尚 

     （コクサイロータリーダイニセンロッピャクヨンジュウチク アズカリキン ガバナー カシハタ ナオヒサ） 



地区大会記念ゴルフ ・ 地区大会のご案内 

2018-2019年度 地区大会のご案内 
2018－2019年度国際ロータリー第2640地区の地区大会は、ガバナー輩出クラブである和歌山ロータリークラブが主

管をさせて頂きます。今回の地区大会二日目は、従来は午前中からの式典開会でしたが、午後からの式典開会とさせて
頂きます。ついては、午前中からも地区大会をお楽しみ頂けるように、展示ブース「友愛の広場」や「市民公開型講演会」
を設けて、多くのロータリアンにもお楽しみ頂けるようなプログラムを設けています。 

大会二日目の式典開会後は、閉会点鐘の最終場面まで大会をお楽しみ頂けるように、内容はしっかり作り込みながら
も、簡潔でスピーディさを心掛けた運営をと考えております。 

来る2020年は、東京ロータリークラブが誕生して100年、いわば日本のロータリー100年を記念する年であり、東京オリ
ンピック開催年でもあります。今回の大会二日目の大会記念講演の講師には、東京ロータリークラブのパスト会長で2580
地区パストガバナー、そして東京オリンピック誘致の立役者である 水野 正人さんをお招き致します。 

 また、大会一日目の夜を飾る、R.I.会長代理歓迎晩餐会では、和歌山県出身で和歌山県文化奨励賞を受賞したチェロ奏
者 谷口 賢記さんを主演に据え、ピアノ演奏は新進気鋭の三浦 永美子さんにお願いしております。 

 皆さまのご参加をお待ちしております。 

 地区大会 実行委員会 

                                         委 員 長 雑賀 正雄    副委員長（地区大会幹事）瀬川 良浩 

会期 2018年10月27日（土曜日）～10月28日（日曜日） 

会場 ホテルグランヴィア和歌山 〒640-8342 和歌山県和歌山市友田町5丁目18番地 

主なプログラム 

2018年10月27日（土曜日） 

13：30 地区大会本会議第1日目 

18：00 R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会  

歓迎演奏会  

・谷口賢記（チェロ） ・三浦永美子（ピアノ） 

2018年10月28日（日曜日） 

09：30 登録受付   友愛の広場、 ポリオプラス、米山記念奨学会、国連UNHCR協会、 

青少年奉仕コーナー（インターアクト、ローターアクト）、物品販売 

09：00（受付） 新会員の集い（要項は月信９月号にてお知らせ致します） 

09：30（受付） 地区大会記念 『市民公開講演会』 ロータリアンの皆様もどうぞ参加してください。 

 テーマ 「固定観念を、ぶっ壊す」  

 講師 近畿大学総務部長 世耕 石弘 

     奈良県出身。2007年近畿大学に奉職。入学センター入試広報課長、同センター事務長、 

広報部長を経て、2017年4月より総務部長となり、現在に至る。 

12：30 地区大会本会議第2日目 

 地区大会記念講演 

 講師 ミズノ相談役会長 水野 正人 

     兵庫県芦屋市出身。ミズノ創業者・水野利八の孫。1988年 ミズノ代表取締役社長就任。 

2001年 日本オリンピック委員会理事。2006年 ミズノ代表取締役会長就任。現 相談役 

会長。2007年 日本オリンピック委員会副会長就任。2011年 東京2020オリンピック・パラ 

リンピック招致委員会副理事長兼専務理事。2011～2012年度 RI第2580地区 ガバナー 

（東京ロータリークラブ） 2013年 第125次IOC総会での最終プレゼンで大きな身振り手 

振りを交えたスピーチを行い、東京オリンピック招致の立役者の一人となった。 



  ロータリークラブでは、映画「ブレス しあわせの呼吸」をロータリーファミリーや一

般の方々を含め、多くの人に観てもらうことを勧めています。ポリオの恐さ、認識を深

め、撲滅への理解と協力を呼びかけています。  

ロータリークラブ推奨映画 

  団体鑑賞会（有料）に関するお問合せ（日程・人数・料金等）は、当地区内の上映予定

の映画館(MOVIX堺 電話：050-6864-7093 9月7日公開)まで、お問合せください。  



2019－2020年度 派遣  

青少年交換 長期派遣学生募集のご案内 

【目的】 

若き親善使節として1年間海外の高等学校に通い、相手国のホストロータリークラブに選定され
た家庭での生活を通じて、異文化に接し国際理解と国際親善に努める。 

 

【派遣時期と期間】 

2019年8月に出発、2020年7月に帰国することとする。滞在期間は1年を超えない。 

 

【応募資格】 

日本国籍を有し、精神的、肉体的、社会的に健康であること。 

出発時の年齢が18歳未満の高校生であること。 

学業成績が上位1/2以上で、学校推薦とロータリークラブの推薦を受けた者。 

 

【応募方法と締め切り】 

仮申請書に必要事項を記入の上、スポンサークラブになっていただける最寄りのロータリークラ
ブに提出のこと。 

地区青少年交換委員会はスポンサークラブからのみ仮申請書を受け付けます。 

ロータリークラブを通さずに、直接ガバナー事務所に送ることはできません。 

応募締め切り、２０１８年８月末 

 

【選考試験】 

英語及び一般教養の筆記試験と面接があります、英語は英検準2級程度でリスニングテストを含
みます。 

選考試験は2018年９月～１０月の予定です。 

希望国の順位を届けていただき、試験の結果により派遣先が決まります、したがって派遣先の希
望が必ずしも叶えられるとは限りません。 

 

【派遣実績】 

2016-201７年度 アメリカ３、ドイツ１、オーストラリア１、インドネシア１ 

2015-2016年度 アメリカ３、ドイツ１、インドネシア１、オーストラリア１ 

2014-2015年度 アメリカ４、ドイツ１、オーストラリア１ 

 

【派遣可能国】 

アメリカ、ドイツ、タイ、カナダ、オーストラリア、インドネシア等。 

 

【派遣学生の費用負担】 

航空運賃及び渡航に付随する費用は各自の負担になりますが、海外での生活費や学費等は受
入国のロータリークラブが負担します。派遣先での旅行や保険加入は各自の負担です。 

出発前にジャケット、名刺、バッジ等の購入が義務づけられています。 

地区青少年交換委員会 



意義ある奉仕賞 
（旧：意義ある業績賞） 

地域社会の重大な課題やニーズに取り組むプロジェクトを実施したクラブに対して地区が表彰。 

クラブ会長がプロジェクトを地区ガバナーに推薦。 応募要項が出来次第、ご案内いたします。 

地区ガバナー表彰 







全国で鳴り響け！ 

日本のロータリー100周年(東京RC創立)を祝う鐘 

 1920年、日本で初めて創立した東京ロータリークラブは、２０２０年１０月20日で、創

立100周年を迎えます。これは同時に日本のロータリークラブが100周年を迎えるこ

とになります。この１００周年の大きな節目を記念して、日本のロータリー100周年実

行委員会では、ロータリーの例会、会合で使われる点鐘の鐘として、「100周年を祝

う鐘」を東京ロータリークラブと共同製作し、国内全３４地区に贈られました。 

 この鐘は、２０１８-１９年度、2019-20年度のガバナー公式訪問の際、各クラブ会長

に例会で点鐘してもらうなど、各種のロータリーイベントで使ってもらい、国内の全

地区、さらには、全てのロータリアンの間で日本のロータリー100周年を祝う機運を

盛り上げていこうというものです。 

 皆で、高らかに鐘を鳴らして、100周年をお祝いしましょう！ 

詳細は、「ロータリーの友」６月号 P27 掲載 



障がい者施設のみんなとサーカスに行こう！  

クラブ活動報告 

ワールド大阪ロータリーＥクラブ 

ワールド大阪ロータリーＥクラブ（会長 原田 秀昭）は、

福祉活動の一環として、障がいを持たれたお子さまとそ

の親御さま約100名を招待して、奈良県初登場の「ワール

ド・ドリームサーカス」へ行ってきました。 

開演時間になり大きな音のＢＧＭが鳴り響き、クラウンが

ダンスに合わせて入場してくると、子ども達の大きな拍手

と喝さいがおこりました。演目として、シルクファンタ

ジー、バランス芸、フィヤーパフォーマンス、オートバイスタ

ントショー、空中ブランコ。人間の限界に挑戦する驚異の

アクロバットなサーカスやピエロのコントに多くの驚きや

感動を与えてくれました。 

笑顔で手拍子を打つ子ども達の瞳は輝いていました。 

幅広い年齢層を魅了するパフォーマンスに誰よりも楽しんでいたのは、私かもしれません。 

我々ロータリーＥクラブは、これからも感動を与える奉仕活動に努めてまいります。 



クラブ活動報告 

有田川町障害児者父母の会 

「有田川町ふれあいキャンプ」 を支援 

有田2000ロータリークラブ 

 有田２０００ロータリークラブ（会長 南 良暢）は、7月8日(日)、有田川町清水のふれあいの

広場で、障害児者父母の会が主催する「有田川町ふれあいキャンプ」を支援しました。 

 「有田川町ふれあいキャンプ」には、有田２０００ロータリークラブの社会奉仕委員会が中心

になって、毎年、参加しており、地域の障害児者と共に BBQを楽しみ、交流し、お土産のお花を

プレゼントするなど、協力、支援を行いました。 

 「有田川町ふれあいキャンプ」は、障がい児者と、地域の人々（大人や子供達）が食事を共に

し、ふれあうことにより、『障がいのある方に対する理解と交流の輪を広げ、共に育ちあえる地

域づくり』を願い、有田川町障害児者父母の会が毎年実施しています。 

 有田２０００ロータリークラブでは、このキャンプに、参加することで、地域との交流を深め、

障がい者支援に対する理解と協力を呼びかけています。 



クラブ活動報告 

「第10回紙飛行機滞空競技大会」  

                         堺南ロータリークラブ  

社会奉仕活動委員会 委員長 中瀬 寿隆 

当クラブの社会奉仕活動の中心行事として、堺市の後援を受け、堺市内の児童養護施設の

小学生を対象に行われている継続事業で、今年度で10回目の開催となります。 

競技方法は、タイトルどおり、生徒自身が製作した紙飛行機をゴムカタパルトで飛ばし、3回

の試技の合計滞空時間で競うというシンプルなものです。 

①製作過程も児童自身が行い、創意工夫や集中力を養うことができること、②競技に向け

て生徒間同士、また施設教員とのコミュニケーションも図られること、③紙飛行機が思惑通り、

大空を滑空したとき、生徒は大きな満足感・達成感、高揚感を得ることができ、今後の人生に

とって得難い成功体験となること、等の理由により各施設指導者からも、毎年の継続実施の要

望も強く、ついに今年10回目の節目の開催にたどり着いた次第であります。 

当紙飛行機滞空競技大会は、地域密着で活動されて

いた地元堺の「大泉紙飛行機クラブ」有志の活動を大泉

緑地内で当クラブメンバーが偶然にも拝見し、「地域密

着で活動されている紙飛行機クラブの皆様の技術や知

恵を社会奉仕活動に生かしていただくことはできない

ものか。」と思案し、当クラブ会員全員が知恵を絞り、

2009年に第一回大会の発足に結びつけました事業であ

ります。 

第10回大会は、梅雨の晴れ間の大変蒸し暑い天候の中、児童42名、施設指導者12名、大泉

紙飛行機クラブの指導者19名、堺南ロータリークラブメンバーと家族17名、2640地区上松瀬ガ

バナー補佐はじめ協賛ロータリークラブご協力者12名の計102名の参加を頂戴し、盛大におこ

なわれました。 

学年別の競技優勝者や教職員部門の成績優秀者に、メダルと賞品が授与された後、堺市並

びに当クラブより、大泉紙飛行機クラブ様の長年の指導功績に対し、感謝状と金一封を贈呈さ

せていただきました。 

最後となりましたが、大会実施にあたりまして、堺東南、堺東、堺北、堺清陵、羽衣各RCのご

協賛を頂戴し、有志ロータリアンが当日会場の設営準備、競技運営、後片付けに至るまで、一方

ならぬご協力を賜りましたことに対し重ねて御礼申し上げます。 
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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 

ホームページから検索 http://www.rotary-bunko.gr.jp 

 

「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、約２万４千点を収集・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。 

地区大会講演から 







2018-2019年度 国際ロータリー第2640地区 オフィシャルホームページ 

http://rid2640g.com/kashihata/ 
2018-2019年度 国際ロータリー第2640地区 facebookページ 

https://www.facebook.com/kashihata.rid2640/ 

ガバナー月信は、地区と地区内クラブの

情報交流を促進し、各クラブの運営、活動に

活かせてもらうため、情報収集に努めてい

ます。皆様の寄稿、ご協力をお願いします。 

具体的には、記念事業や特別例会、クラ

ブ奉仕活動、親睦活動（家族会、親睦旅行、

同好会等）や会員増強等、職業奉仕（講演

会、講習会、視察等）、社会奉仕（清掃活動、

福祉・教育支援事業等）、国際奉仕（友好クラ

ブとの交流、各社会奉仕プロジェクト）、青少

年奉仕（青少年交換、インターアクト、ロー

ターアクト、ライラ等）、そのほか、ロータリー

財団、米山記念奨学会等の活動などの案

内、募集、報告等の寄稿をお願いします。 

また、ご提供いただける情報は、文書面、

資料、写真をＦＡＸ、封書等又はメールでガ

バナー事務所へご送付ください。 

月信では、引き続き、国際ロータリー、地

区、クラブの情報をとりまとめ、掲載情報の

収集等、紙面の充実に努めてまいります。ご

協力をお願いします。 

8月の行事予定表 


