
Ａ班  リーダー平 平治 

9 月 6日(木) 18:30～ 和歌浦のレストラン Palm(パーム)で、Ａ班の第 1回ＩＤＭを開催いたしました。 

会員の皆様のご都合が悪かったので 4名の出席で行いました。 

１．CLP については、現在継続中の内容を引き続き検討していますので、現在会員の現状を捉えて、職業分

類は必要ではないのではないか。会報については必要ではないかということです。原則として神谷私案

を支持する。 

２．会員増強については会員候補者を次のジャンルから検討する。 

ａ．親戚 ｂ．友人 ｃ．隣人 ｄ．職場の同僚 etc. その他について、もう一度見直してみる。過去

に退会した方の理由として事業の不振、会員の死亡、健康上の理由、クラブ内での意見の対立があげら

れるとのことでした。これらの事を総合的に考えては、ということでした    （裏面につづく） 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

第 2640 地区和歌山東南ロータリークラブ ２００７～２００８ 

例会日：水曜日 

第１・第２    夜間・18:30～ 

第３・第４・第５ 昼間・12:30～ 

例会場：華月殿 和歌山市屋形町 2-10 

事務局：〒640-8227  

  和歌山市西汀 26 経済ｾﾝﾀｰ 7F 

  TEL073-423-3666 FAX073-423-7200 

http://www3.cypress.ne.jp/tonan-rotary.html 

E-mil   a-rotary@coral.cypress.ne.jp  

 

和歌山東南ロータリー 

会  長  市川正夫 副会長 坂口和男 

会長エレクト 津川善昭 

 幹  事  駒阪純章  副 幹 事  溝落和作 竹中昭美 

 会  計  土屋一博  副 会 計  早田充宏 

 会場監督  松浦 薫 副会場監督  奥村智子 山田剛弘 

 直前会長  神谷尚孝 

1１号 

                      津川善昭会長エレクト 

和歌山東ﾛｰﾀﾘｰの宮本様、吉川様ようこそいらっしゃ

いました。ありがとうございます。 

本日会長報告はございません。 

 

先週例会報告   和歌山東 RC：宮本和佳様、吉川 諭様 

                   駒阪純章幹事 

・ 10 月 20日(土)のＩＭ第 3組の出欠の返事を、9

月 26日(水)までに事務局までお願いいたしま

す。尚、今回は当クラブの早田会員の発表（奉仕

活動・実践報告）が御座いますので出来るだけ多

くの方のご出席をお願い致します。 

・ 先週に引き続き、一万人大清掃の参加をお願いい

たします。 

・ 囲碁大会開催の案内を回覧いたします。 

日 時：2007年 11 月 24日(土) 

会 場：日本棋院会館（東京・市ヶ谷） 

ホスト：東京 RC（主催：ロータリー囲碁同好会 

日本支部） 

・ 登録料：7,000円（昼食代、賞品等含む） 

締 切：11月 16日(金) 

        

会場監督 松浦 薫 

会長挨拶  

幹事報告  

 
竹中君・井畑さん、先日はいろいろお世話になりました。 

津留君・竹中さん、先日は大変お世話になりました。おか

げ様大好評で行事が終了しました。 

土屋君・竹中さん、先日お世話になりました。 

配偶者お誕生日御祝・郷間君。 

結婚記念日御祝・中岡君。 

本日の例会                 10 月 3日(水)『華月殿』18:30～ 

         

行事予定 会員卓話：10月お誕生月会員 

次回の例会 

の例

会 

ｸﾗﾌﾞ会報委員長 中岡隆文 副委員長 郷間博敏   

 

ﾆｺﾆｺ箱  

報告 

 

 
竹中君・職業奉仕委員長会議迷惑をおかけしました。すみ

ません。 

山本君・キャメル(らくだ)の乳をさがしています。 

津川君・会長代理させて頂きます。 

中岡君・駒阪さん昨日はありがとうございました。 

山口君・米山にご協力ありがとう。 

米山記念奨学会 

報告 

出席者報告                                                       

会員総数 39 名     9/19 出席者 24 名・出席率 64.86% 

出席免除会員 2 名  9/ 5 出席者 32 名・出席率 86.49%                井畑委員長 

                 9月 26日(水)『華月殿』12:30～     

通算(1788回)  ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

行事   平原ガバナー公式訪問 

ニコニコ箱 米山奨学金 ﾛｰﾀﾘｰ財団 東南育英会

累計 639,955 234,000 255,000 7,000  

出席率 UPにご協力をお願いします。 

第 １ 回 Ｉ Ｄ Ｍ 発 表  

 
早田君・これから裁判所で参考人で立ちます。さすがに緊

張してます。 

ロータリー財団
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ班  リーダー津留敦徳 

日時：9月 14日（金）18時 30分 場所：ダイワロイネットホテル 3階 「みずき」出席：7名 欠席：2名 

テーマ１ ＣＬＰについて 

ＣＬＰについてＢ班の皆様に共通する意見を中心に記述致しました。前回の例会で配布された青木会員・神谷

会員が提案されている資料を基に意見が出されました。まずＣＬＰというネーミングですが、それ自体が内容

を複雑化させているのではないでしょうか。誰でもその意味が分かるネーミングにした方が良いと思います。

特に経験の浅い会員には他の会員に教えていただかなくては意味が分かりません。本来のＣＬＰは、クラブ会

員の規模に応じたり会員の負担にならないように委員会を設定したりすることが目的ですね。現在 40名弱の会

員数で 15 や 20 も委員会があり、一人の会員がいくつもの委員会で委員長や委員を兼務している。昔の時代は

会社の仕事を部下に任せてロータリーに集中できた会員が多くいらっしゃったようですが、今の時代は皆さん

会社の仕事をこなしながら週に一回の例会に出席して、複数の委員会の仕事も進めていくことは非常に多忙で

あります。そういう意味においても委員会を集約して組織のスリム化・活性化を図らねばならないそれがＣＬ

Ｐの本来の意味ではないでしょうか。今では重要性がなくなった委員会を省いて他の委員会と統合していいも

のを残す。和歌山東南としてどうか？というところが大事であると思います。その他、組織に関する細かい意

見もたくさんありましたが、Ｂ班はおおまか青木案で賛成です。その細かい意見を青木案に反映していただい

て、より良い組織案を出していただくということでＣＬＰについてのテーマのご報告と致します。 

テーマ２ 会員増強について 

テーマ２は簡単な報告になります。その分、会場である「みずき」さんに若ボンがおられましたので、入会を

勧めてまいりました。ご面識ある方はＰＵＳＨをお願いします。 

さて、新会員の勧誘については会員本人だけではなく会員の奥さんを通じて紹介をしていただくことも進めて

行ってはいかがでしょうか？実際に実行していただいている会員もいらっしゃるそうですが、まだまだ無関心

の会員もおられるのではないでしょうか。また、会員候補者の中にはロータリーは敷居が高いとか、若い年代

の方では自分はまだ早いとか思われている方も多いでしょうし、週一回の例会が多いとか、さまざまな思いや

誤解があるようです。その誤解を少しでも解いて行くように会員の候補者である友人・知人にロータリーのこ

とをもっと知っていただくことを各会員が意識して努力しなければならないと思います。また、現在の当クラ

ブの内容を見直すのはどうでしょうか？例えば昼例会の時間を 13時からに変えてみるとか、土曜日開催を検討

してみるとか、ひょっとすると参加しやすい人もできるのかもしれませんね。 

以上でＩＤＭＢ班の発表を終了させていただきます。 

Ｃ班 リーダー籠田 弘 

日時：平成 19年 9月 4日(火) 場所：ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞﾎﾃﾙ「四季彩」出席者：8名とメーキャップ 1名＝9名 

１：ＣＬＰについて 

（イ） Ｃ班としては原則Ｂ案(青木案)を支持する 

（ロ） 会員減少傾向の中で将来的にも世の中の変化に対応する為にもスリム化は必要、各委員会の見直しと集

約化により、委員長まかせから全員協力体制にする。 

（ハ） 会報、週報の電子化についてはデジタル派、アナログ派に分かれた。冊子(ストックに見直すことが出

来る点が)の方が手にする機会が多いのではないか、無くなるのは淋しい。 

２：会員増強について 

（イ） 入会有望者にすすめるにも会員自身がクラブに対する魅力を持っていることが必要。 

（ロ） 興味ある例会にする為にもレイアウト、席順等の工夫で多くの人たちとの会話をし易くすることにより

情報、知識を得やすくする。 

（ハ） 毎例会前に次回例会の運営ついて会長・幹事・プログラム委員長の間で施策を話し合ってみてはどうか。 

（ニ） クラブ員の要望等を役員サイドでキャッチアップしてフォロー出来ないか 

（ホ） 元会員への再入会を粘り強く熱心行う必要あり。 

クラブ活動理解を促す為に、数ヶ月間の見学会員制度はどうか。 

Ｄ班 リーダー中岡隆文 

日時：9月 7日（金）PM 6:30から 場所：中心屋 母屋 出席者：8名、欠席 2名 

１．変更推進意見 

・ 会員増強と職業分類は 1つにしたほうが委員会活動がスムーズにいくのではないか。 

・ 東南育英会と米山奨学会は同じ様な趣旨のため、どちらかに力を入れた方がいい。 

・ メーキャップ受付時、寄付のお願いをする。 

・ 委員会が多いため、クラブの力が分散可能性がある。委員会を統合すれば力を集中させられる。 

・ 例会は土曜日の方が時間の余裕がある。出席率アップのために、一度例会日時のアンケートをとってみる

のもいい。 

現状維持意見 

・ 現状変更しなければならないことをじっくり考えてみる。以前に比べて非常に運営しやすくなっている。 

・ あまり急いで変更せずに、クラブ運営がやりやすいようにじっくり考えてみる。 

・ 会報はクラブの活動の記録であり、残した方がいい 

結論としましては、会員増強は早急に方法を決めて実行に移さなければいけないが、ＣＬＰについてはじっく

り問題を抽出して、問題のあるところから順次変更をしていけばいいのではないでしょうか。 

 

 

 


