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地区テーマ 「参加してロータリー活動を楽しもう」 

「世界を変える行動人」 

国際ロータリー第2640地区 ガバナー  中 野  均 

8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。 
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ガバナー 8月のメッセージ         ガバナー 中 野  均 

会員増強について、各クラブにおいては、大変苦慮している

ことと思います。会員数の減少は、それ自体が大きな問題とな

るわけではありませんが、その根底にある原因を突き止めて

対処する必要があります。地域社会に変化をもたらす元気で

革新的なクラブは、入会見込者にとって魅力的な存在となり

ます。 

皆さまのクラブで、一度健康チェックをしてみてはいかがでしょうか。それはクラブ

の評価です。例えば、クラブの会員基盤は地域社会を反映しているか？地域社会の

ニーズを観たし、地域社会の人びとにインスピレーションを与えるような活動をしてい

るか？クラブ会員は楽しんでいるか？現会員は満足しているか？大会の理由は何

か？等です。これらからクラブの現状を評価し、改善点を見極め増強対策を講じてみ

てはいかがでしょうか。 

地区内において、過去に数クラブが解散して、クラブがなくなった地域があります。

その地域における事情等で直ちに新クラブを結成するには困難を極め、長い目で戦

略を立てて臨まなければなりません。ただ、増強は可能ではないでしょうか。 

少し気がかりなことは、地区で７月１日現在の会員数です。６月末日に比べてです。減

少しているならば、退会防止に知恵を出しながら策を講じる必要があります。是非、退

会防止にお力添えを賜りたく思います。また、引き続き会員の皆さまお一人おひとり

友人、知人に入会に向け囲い込みをお願いしたく思う次第です。何卒宜しくお願い申

し上げます。 

「会員増強・新クラブ結成推進月間」について  

健康を維持し、病気を予防するには、定期的な
健康診断が欠かせません。これと同じように、ク
ラブが地域社会にとって大切な存在であり続ける
ためには、クラブを定期的に診断して問題点を見
つけ、その対処法を探ることが極めて重要です。 

各健康チェックポイントについて当てはまるもの
に印をつけ、まずはクラブの健康度をチェックし
てみましょう。 

h ps://my.rotary.org/ja/learning‐reference/learn‐topic/membership  

My ROTARY   会員コーナー 会員増強  



会員増強・新クラブ結成推進月間に寄せて 

地区会員増強・維持委員長 川口 正 

４月に国際ロータリー第一第二第三ゾーン
の会員基盤向上セミナープログラムに参加
させて頂いた報告をさせて頂きます。 

今回インターネットにより当日の資料を閲
覧出来ますので先に配布させて頂いていま
す。アドレスよりダウンロードして頂いてご覧
ください｡ 

色々興味深い事例や増強の考え方等を各
地の代表の方々が報告、紹介をして頂きまし
た。 

その中で私が興味を感じましたのが、
2840地区の群馬の高崎ロータリークラブの
田中久夫パスガバナーが会長年度の2014年
から2015年度の会員数が115名純増51名と
云うものです。その方が友好だと思い実践
されたのが会員１人から最低5名以上の入会
者の推薦をしてももらうと云うものです｡ 

会員が10名であれば、50名の入会者の推
薦が集まる訳ですが、同じ地域での推薦な
ので、当然重なりまして、有効な入会予定は
半分以下になると云うものらしいのです。そ
うしまして、その半分以下になった予定者に
先ず、電話で面会の希望を伝えるらしいの
です。 

一人目の推薦者が断られると電話を切る
前にもう一人の推薦者に電話を代わっても
らい面会の希望を伝えると云う事らしです。
そうして複数の推薦者から頼まれていると
断り切れなくなり、面会をして説得をし、入会
にこぎつけると云うのです｡半ば強制的で、
すぐに退会されそうでずが、当初64名の会
員数から１年で一挙に115名の会員数になり、
以降、現在は130名の会員数だそうです。 

よく、新入会員の目標を１名や数名の目標
を掲げて取り組まれますが、それはダメだ
そうです。なぜならば数名程度ならば放っ
ておいても誰かしら入会してくれるだろうと

思い、結局、何もしない
のだそうです｡だから会
員数を倍に増やす目標
を持って取り組まない
と駄目だそうです。そも
そもロータリーの目的
は会員を増やすことで
はないと思います。会
員を増やす事は手段であって目的ではあり
ません。 

今一度、目的を確認しあって実行しない
と、折角入会して頂いた新会員様も退会さ
れてしまいます。入会３年未満の会員様が多
いと云う事が報告されています。会員の増
強と退会防止は以前より各種業界、団体
等々、新聞やTV等を拝見致しますと、どちら
も苦慮されている様ですし、以前にも会員の
増強に特効薬は無いとの事です｡根気よく
進めて行かなければなりません。 

さて、中野年度の活動方針ですが、以前の
年度は2,000人を目標にしておりましたが、
現在、1,880名前後を推移しております。中野
ガバナーの方針は1,900名以上になっており
ます。まず、減少に歯止めをかけ、維持に努
めて下さい。 

それに伴って、今年度よりの活動計画と致
しまして、地区戦略委員会と連携して、検討
していきます。各クラブの地域を調査して頂
き、クラブの職業分類を見直して会員の増強
を見直す。 

次年度の会長エレクト様に対し、アンケート
にこたえて頂き、今後の増強、退会防止等に
役立てたいと思います。 

以前にも増して女性会員を増やし、綱領規
定の改正を活用し、40歳未満の会員の入会
やロータリーアクターの入会を促し、会員増
力を図り、1,900名以上の地区会員の固定を
目指して頂きます。  



ガバナー公式訪問 

7月23日（火） 和歌山ロータリークラブ 

会長：高  誠   

幹事：吉田 友之 

 

 

7月24日（水） 和歌山西ロータリークラブ 

会長：安井 健   

幹事：石塚 宏介 

 

 

7月25日（木） 有田ロータリークラブ 

会長：橋本 拓也  

幹事：中元 耕一郎 

 

 

7月25日（木） 和歌山城南ロータリークラブ 

会長：曽和 勝彦  

幹事：東 徹 

 

 

7月26日（金） 和歌山南ロータリークラブ 

会長：山田 守   

幹事：北畑 博史 

 



ガバナー公式訪問 

7月26日（金） 和歌山中ロータリークラブ 

会長：髭白 光司  

幹事：吉田 博信 

 

 

7月29日（月） 海南東ロータリークラブ 

会長：寺下 卓   

幹事：前田 克仁 

 

 

 







地区活動報告 

2019－2020年度 ロータリー財団地区補助金審査委員会のご報告 

地区ロータリー財団委員長 初田 隆生 

  2019年７月20日（土）、ガバナー事務所におきまして、地区補助金審査

委員会を開催し、2019年５月１日から６月30日までに申請のあった28件

（29クラブから申請）につきまして慎重に審査いたしました。 

  地区補助金審査委員会は地区財団委員・地区国際奉仕委員長・地区

社会奉仕委員長から構成され、林国際奉仕委員長、坂東社会奉仕委員

長、中野ガバナーにもご出席頂き、13名で行いました。 

 今回の申請にあたっては、2016－2017年度の各クラブの年次基金寄付額が基になりま

す。28件中21件が社会奉仕関連、７件が国際奉仕関連で、前年度は23件の申請でしたので、

５件の増加となりました。 

 地区審査の結果は、地区財団委員会が「地区審査報告書」により、クラブへ連絡いたしま

す。承認の場合でも、地区がロータリー財団に地区補助金を申請することを承認したという

連絡であり、ロータリー財団からの正式な承認ではありませんのでご留意下さい。 

 以下が、今回、申請のあったクラブです。（順不同） 

和歌山東南ＲＣ・海南ＲＣ・海南東ＲＣ（海南西ＲＣ）・貝塚コスモスＲＣ・堺ＲＣ・有田ＲＣ・和歌山城

南ＲＣ・和歌山中ＲＣ・和歌山東ＲＣ・富田林ＲＣ・田辺はまゆうＲＣ・田辺ＲＣ・岩出ＲＣ・堺東ＲＣ・和

歌山北ＲＣ・堺おおいずみＲＣ・河内長野ＲＣ・りんくう泉佐野ＲＣ・大阪金剛ＲＣ・岸和田東ＲＣ・堺

北ＲＣ・和歌山南ＲＣ・大阪狭山ＲＣ・和泉ＲＣ・和歌山ＲＣ・橋本ＲＣ・泉佐野ＲＣ・関西国際空港ＲＣ  

地区補助金は、地元や海外の地域社会のニーズに取り組むための、
比較的規模の小さい、短期的な活動を支援します。 

地区は、この補助金を配分するプロジェクトを独自に選びます。 

地区補助金による活動の種類 

・人道的プロジェクト（奉仕活動の現地への渡航や災害復興活動など） 

・奨学金（教育機関のレベルや場所、支給期間、専攻分野の制約なし） 

・専門職業をもつ人びとから成る職業研修チームの派遣（現地の人びと
に職業研修を行うチーム、または現地で職業スキルを学ぶチーム） 

地区補助金はさまざまな奉仕プロジェクトに柔軟に活用できます。 



地区活動報告 

青少年交換短期プログラム 高野山研修 

 

地区青少年交換委員長 豊岡  敬 

 

  7月20日（土）に青少年交換短期プログラムの高野山研修を開催いたし

ました。ユネスコの世界遺産に登録されている高野山は、弘法大使・空海が

816年に開場した、真言密教の聖地であり、日本の仏教文化を学び感じるこ

とができる、宗教都市です。この研修には、海外からの交換学生9名全員と

日本人学生7名が参加しました。 

 奥之院、金剛峯寺、壇上伽藍等の見学には、僧籍を持つ英語のガイドさんが付いて頂き、詳

しい説明をして頂きました。昔の歴史の事などは、どこまで理解して頂けたかは分かりません

が、聖地・高野山の雰囲気を体験して頂ける事だけでも、価値があることだと思います。短期

交換学生は、3週間程しか日本に滞在しません。そのため、この高野山

研修が唯一、交換学生同士が交流できる場となっています。 

 イギリス、ドイツ、オランダ、アメリカと色々な国から来日している交

換学生ですが、直ぐに打ち解けて、仲良くなったように気がします。

最後に、お世話になりました、高野山ロータリークラブの皆様と学生

を引率して頂きましたスポンサー・ホストクラブの皆様に厚く御礼申し

上げます。 



地区活動報告 

インターアクトクラブ年次大会  

地区インターアクト委員長 近藤 本淳 

 7月21日(日)、初芝立命館中学校高等学校で、インターアクトクラブ年

次大会を開催いたしました。 

 大会は10：30に開会。中野ガバナーの挨拶などの後、プチ講演、「ロー

タリークラブって何だろう？」「インターアクトクラブって何？」をテー

マに勉強しました。続いて、地区ターゲット紹介。午後からは、ワーク

ショップ「ＳＤＧs」を行いました。 

 ワークショップ 「ＳＤＧs」では、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目

標」をテーマ に行いました。 

 ロータリーやインターアクターが目指す理念・行動が、貧困・水問題など17目標をかかげる

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」と重なり、限定的でなく、国内外・地域を問わない世界的課

題と認識することを目的に行ないました。関西ＳＤＧｓプラットホームよりファシリテーターを

招き、講演を約20分、金沢工業大学が開発したカードゲーム「クロス」をグループワークとし

て約40分、そのグループごとの発表をポスターセッションという形式で約20分実施しまし

た。多種多様な課題に対し、１つでない答えを考え、話し合い、発信すると「行動」と、学校の枠

を越えた「交流」というインターアクトならではの機会を得たと感じました。 















 

ロータリークラブへの入会は、職業人や市民リーダーの世界的ネットワークの一員となること。ロータリーの会

員は、クラブの枠を超えて海外の会員と交流したり、リソースを寄せあって国際奉仕活動も行っています。 

 積極的に活動すれば、クラブと地域に貢献できるだけでなく、自分自身にも変化があるはずです。同じ目的

意識をもつ仲間と交流し、人と人との結びつきを育みながら、何ものにも代えがたい経験が得られるでしょ



原稿募集中 





地区では、登録率 ５０％UP を目標にしています。皆さんのご協力をお願いします。 



地区大会事務所開設のお知らせ 

 2019年規定審議会において、例会欠席時のメークアップにつき、その要件を大幅に緩和する制定

案が採択されました。これに伴い、以下のとおりご連絡申し上げます。 

１ メークアップの要件に関する変更の内容 

   これまでは、例会の前後１４日間に他クラブの例会に出席することなどが、例会欠席をメークアッ

プするための要件となっていました。 

  しかし、2019年規定審議会において採択された制定案（標準ロータリークラブ定款の変更）によ

れば、同年度内に他クラブの例会に出席することなどにより、例会欠席をメークアップできるとさ

れています。これにより、①当年7月1日から翌年6月30日までの期間内に、他クラブの例会に出席

することなどによって、②当年度のあらゆる例会欠席をメークアップできることになります。 

２ 各クラブから地区への出席率報告について 

   これまでは各クラブから地区に対し、毎月の平均例会出席率を報告して頂き、その内容をガバ

ナー月信に掲載していました。しかし上記のように年度を通じてのメークアップが可能になったこ

とから（1ヵ月以上の期間を空けたメークアップが可能になるため）、今後は年度末に至るまで、毎

月の例会出席率を確定できなくなります。 

   そこで今後は、各クラブから地区に対する月次平均出席率の報告を、取りやめる扱いとさせて

頂きます（クラブ会員数、入退会者数、出席規定免除者数などは、従来どおり毎月報告して頂きま

す）。そして各クラブにおかれましては、年度終了後速やかに、地区に対する出席率のご報告を頂

くことになります。 

３ 細則によるメークアップの規定など 

   標準ロータリークラブ定款が変更されても、各クラブの細則を変更することにより、メークアッ

プの基準をこれまでどおりに維持する（例会の前後14日間に限る）ことができます（標準クラブ定

款7条参照）。 

2019年規定審議会採択における 

メークアップの要件及び地区への出席率報告について 

地区情報規定委員長 石津 剛彦 

地区大会及び記念ゴルフの開催に伴い、地区大会事務局を開設いたします。 

開所日   ８月７日（水） 

業務時間  午前10時～午後5時 休日 ： 月、土、日、祝日  

所在地   〒591-8025 堺市北区長曾根町130-23 堺商工会議所４Ｆ 

                    堺東ロータリークラブ内 

電話番号   080-4012-2640 

ＦＡＸ    072-258-9189 

E-mail    chikutaikai2019@rid2640g.com 



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、よろしくお願いします。 

国際ロータリー第2640地区 ガバナー事務所     〒640-8331 和歌山市美園町3-34 けやきONE 301号室          
                                              TEL（073）426-2640 FAX（073）426-2660 
                                              E-Mail:nakano@rid2640g.com 

国際ロータリー第2640地区  

ガバナー事務所 アクセス 

JR和歌山駅西口から徒歩7分 阪和道、和歌山インターから約10分 

8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。 

8月の行事予定表 


