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会 長 告 知 

☆ 司会進行  SAA – 森 裕之 君 

＜ビジター＞ 
＊国際ロータリー第 2640 地区ガバナー 久保治雄 様 
＊ガバナー補佐 谷野一彦 様 

 
 

会長 細川幸三 君 

皆さん今晩は！ 

本日はガバナー公式訪問となっておりますので、久保ガバ

ナーと谷野ガバナー補佐がお見えになっております。 

久保ガバナーには後ほど卓話の方を御願いいたします。 

また、例会終了後にクラブアッセンブリーがありますので、

各委員長の方は出席を御願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お盆で休会もあり、花火の移動例会もありで、この会場での

例会は久しぶりになります。 

栗林委員長、花火の移動例会の準備．場所の提供、ありが

とうございました。 

また、準備に携わっていただいた皆様には、大変ご苦労様

でした。 

この前、京都福知山の方では花火大会の観客で賑わう露

店で火災があり３人の方がお亡くなりになり、沢山の方が怪我

をする事故がありましたが、幸い御坊の花火大会ではそういっ

た事故もなく良かったと思います。 

おいしいお酒に、おいしいお肉をお腹いっぱい頂き、大変

嬉しい事にゲストとして参加していただいた元会員の大川君

が入会の意思をしめしていただいたと思っています。 

時間の都合もございますので、本日の告知は以上とさせて

頂きます。 

 

   幹事 稲垣 崇 君 

○２０１３～２０１４年度地区大会の案内が届いています。確認

しておいて下さい。 

〇９月のロータリーレートは１ドル１００円です。 

 

  
国際ロータリー第 2640 地区 
ガバナー久保治雄 様 
２０１３ー１４年度 公式訪問（The Official Visit）アドレス 
 

大阪府岸和田市在住 所属 泉州 KUMATORI 

ロータリーE クラブ  1943 年東京生まれ 

職業 調剤薬局経営 留学アドバイザー 

家族 妻 妙 子供 娘２人 孫４人 

主なロータリー履歴 

1984 年岸和田 RC 入会 

1994 年地区幹事 

1996 年地区環境保全委員長 

1997 年地区社会奉仕委員長 

2000 年クラブ会長 

2003 年ガバナー補佐 

2008 年バンクーバーRC に移籍 

2008 年ロスアンゼルス国際大会 SAA 

2012 年泉州ＫＵＭＡＴＯＲＩ ＲＣに移籍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇国際ロータリー組織と現況 

２００以上の国と地域 537 

〇地区、クラブ数 34,４６２クラブ 

会員総数 1,21９,８０１人（201３年４月 3０日） 

日本 3 ゾーン■34 地区 クラブ数２,２８８クラブ 

会員数 88,８０８人（201３年５月 3１日） 

〇ロータリーの組織構造について 

ＲＩ理事会（ＲＩ会長） ■地区（ガバナー） 

ＲＩの会員はクラブ（ＲＣ会長）です。 

自治権を持つ 34,４３０クラブの存在は、世界最高の保険

に入っているようなもの(これには弊害もあるが、良い面もあ

る。）良い面を生せば多くを達成できるとおもいますと、ＲＩ会

長ロンＤ・バートン氏は語っています。 

〇ＲＣの自治権の絶対性について 

ＲＣは、国際ロータリーに加盟してはいるが、自主・自治権

は確立されている。 

本日のプログラム 

幹 事 報 告 



 

会員数 欠席者 免除会員 出席率出席者

なし8月7日 の修正出席率

14名 名 0 100.0%14名

１クラブ対地区（ガバナー） 

１クラブ対ＲＩ（理事会・ＲＩ会長） 

数クラブによる団体交渉は認められていない。 

〇奉仕部門（Avenue of Service）について 

ロータリーの奉仕部門は全ロータリー・クラブの活動の指

針となります。 

1) 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕 

2) 奉仕の第二部門である職業奉仕 

3) 奉仕の第三部門である社会奉仕 

4) 奉仕の第四部門である国際奉仕 

5) 奉仕の第五部門である青少年奉仕 

〇効果的なロータリー・クラブは、 

1) 会員基盤を維持、拡大する。 

2) 地元地域ならびにほかの国々の地域社会において奉仕

プロジェクトを実施し、成果をもたらす。 

3) 資金面およびプログラムへの参加を通じてロータリー財

団を支援する。 

4) クラブレベルを超えてロータリーにおいて奉仕できる指導

者を育成する。 

以上の 4 点が重要とされています。 

★2013-2014 年度 RI 方針 

財団寄付のお願い。ロンＤ・バートン会長は、寄付をお願

いするのなら自ら範を示してほしいと提案されました。その

結果、全世界のＤＧＥ537 人全員とＲＩ理事会全員、財団管

理委員全員で＄675、412。クラブ会長エレクト11,000 人（お

よそ 34,000 クラブ中）のクラブ会長エレクトから＄4,900,000

が国際大会までに寄付が集められました。 

〇ポリオ撲滅 

〇会員増強 

2015 年までに 130 万人を目標としています。 

ここ 10 年間は、120 万人前後で推移しています。12 万人

入会するが 12 万人退会する状況が続いています。 

女性会員の増強(1987 年女性会員の入会が承認される)

と若者の入会の増強をお願いいたします。 

〇ロータリー財団支援と未来の夢計画の実践 

〇会員増強について 

女性会員を増やす様に努力しましょう。色んな人々に入

ってもらいましょう。年齢的にもあらゆる世代を。 

いつまでも留まる様に、例会の時間や場所に柔軟性を持

たせ、家族も参加してもらい、子供を例会に連れてくることも

歓迎しましょう。ロータリアンは、ロータリーに入った理由が

違います。しばしば、入った時の理由と今居る理由は違って

いるものです。私達は、ロータリーの会員からロータリアンに

変わることを経験してからここにいるのです。 

もし、今私達が変わらなければ後悔するということだけは

伝えます。今の会員は殆どが中年か老人です。もし、若者を

入れなければ私達がいなくなるとロータリーも消滅します。ロ

ータリーは中年の人達のものではありません。 

〇2013-14 年は変革の時です。 

〇RI 会長賞に挑戦しましょう 

〇相 互 扶 助～mutual aid～ 

〇ＩＭを廃止しました 

★地区方針 

・ＤＬＰの活用。ガバナー補佐は、クラブの管理運営に関

してガバナーと同行し補佐をする 

・地区組織の簡素化・地区予算の弾力化・各クラブによる

ネット活用化の推進指導。Council on Legislation 規定審

議会採択の制定案と決議案の実行指導 

〇Ｒ財団の地区、ワールド等各補助金を使っての事業奨励 

〇2013－14 年度 地区大会のご案内 

 

  SAA  森 裕之 君 

 

◇御坊南ＲＣ 舩本武裕 君 ８月１１日ロータリーゴルフコンペ

で優勝しました。 

◇細川幸三 君 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、本日は

ようこそおいで下さいました。 

◇稲垣 崇 君 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、本日は 

ようこそおいで下さいました。 

◇栗本 浩 君 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、本日は 

ようこそおいで下さいました。 

◇小林隆弘 君 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、本日は

ようこそおいで下さいました。 

◇雑賀鈴夫 君 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、本日は

ありがとうございます。 

◇森 裕之 君 久保ガバナー、谷野ガバナー補佐、本日は 

ようこそおいで下さいました。 

◇龍田安廣 君 久しぶりの例会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出席委員会  雑賀鈴夫 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会のご案内 
★9/11 例会は  

「ハイブリットカーの仕組

み」の外来卓話です。 

出 席 報 告

ニ コ ニ コ 箱


