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凛として原点に 2013～2014年度
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山東　勝彦さん  久保ガバナー、本日はご苦労さまです。
よろしくご指導ください。

内畑　瑛造さん  久保ガバナー、暑い所おいで頂きありが
とうございました。よろしくおねがいします。

寺下　浩彰さん  久保ガバナー、主井ガバナー補佐様、本
日宜しくお願いいたします。

島　　公造さん 久保ガバナー公式訪問御苦労様です。
田原　久一さん 祝、ガバナー訪問。
中野　幸生さん 久保ガバナーをお迎えして。
山本　進三さん 久保ガバナーをお迎えして。
山本　進三さん 父の初盆のお供えありがとうございました。

岸裏　廣澄さん  村田会長さん風鈴ありがとうございまし
た。お盆中さわやかな音色を聞かせても
らいました。お礼が遅くなって申し訳ござ
いません。

岸裏　廣澄さん 長い間欠席して申し訳ございませんでした。
村田　昌之さん  国際ロータリー第２６４０地区ガバナー久

保治雄氏をお迎えして。
上中　崇司さん  久保ガバナー、主井補佐様、本日はあり

がとうございます。
佐藤　義記さん 前回、前々回と欠席してすみません。
阪神タイガース応援団一同

出席報告 会員数 ４２名（内出席規定適用免除会員１５名） 　乾　敦雄 出席委員長
皆さん、出席してください。

8月29日（本　日） 27名 77.1％ 8月15日（メーキャップ後） 休　会

本日の累計  56,500円（計11名　14件）〔誕生日献金　50,000円　皆出席表彰　5,000円　その他　411,500円　累計額　466,500円〕

　本日はガバナー公式訪問の日です。
　国際ロータリー第２６４０地区、久保治雄ガバナーをお迎えしております。
　申すまでもなく、私達クラブにとりまして最大にして最重要な行事の一つです。
　久保ガバナーの経歴をご紹介します。
　久保ガバナーは、本年度の地区テーマを“相互扶助”として掲げ、そして、各種の方針目標を
示されました。詳細につきましては、すでに私の会長所信表明のおりに申し上げました様に私達

はこれを基にクラブの一年間の活動方針を定めました。会員皆様のご協力を改めてお願いする次第です。
　私達ロータリアンは自分がその木陰にすわることのないであろう木を植え続けています。
　私達の行動と実践が達成されることに価値があり、ロータリーの将来に希望があると信じて疑いません。

●クラブフォーラム「青少年奉仕」

●卓話「こばと学園について」
 青少年奉仕委員長　吉田　篤生さん

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
天使の微笑（リチャード・クレイダーマン）
君だけを愛して（リチャード・クレイダーマン）

９月２日（月）　和歌山北R.C.　島　公造
９月２日（月）　海南東R.C.　吉田　篤生

本日の例会� 9月5日（木）

メイキャップ� 敬称略

●和歌山北ロータリークラブとの合同例会

次回の例会� 9月12日（木）�Ｐ．Ｍ．６：３０〜�於ダイワロイネットホテル４Ｆ

ニコニコ箱 ありがとうございました

●久保治雄ガバナー公式訪問

●ロータリーソング 岸裏　廣澄 ソング副委員長
「奉仕の理想」

前回の例会� 8月29日（木）�

●会長報告� 村田　昌之 会長

　・国際ロータリー日本事務局より９月ロータリーレート（１ドル１００円）のお知らせ
　・ ９月１２日（木）は和歌山北ロータリークラブとの合同夜間例会です。多数の御参加をお願い
　します。

　・ 例会終了後、７Ｆにてクラブ協議会を開催します。役員、委員長の皆様よろしくおねがいし
　ます。

●幹事報告� 上中　崇司 幹事

　９月１４日（土）こばと学園夜店のお手伝いを行います。皆様のご参加をよろしくお願いします。
　午後６時にこばと学園園庭に集合してください。抽選会は午後７時からの予定です。
　午後４時から５時に子供カラオケ大会、夜店は午後５時から７時３０分まで行われていますの
で揃ってお楽しみください。

●委員会報告 ｜青少年奉仕委員会 吉田　篤生 委員長

２０１３ー１４年度国際ロータリー第２６４０地区　ガバナー　久保　治雄さん

公式訪問（Ｔｈｅ Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｖｉｓｉｔ）アドレス

先ずは、自己紹介から始めさせていた
だきます。

氏　名　久保治雄
住　所　大阪府岸和田市在住
所属クラブ
　泉州ＫＵＭＡＴＯＲＩロータリーＥクラブ
出　生　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

地区委員会の運営
地区組織にメリハリをつける
カウンセラー制度からアドバイザー制度
に移行。奉仕委員会を一元効率化。
財団委員会をスリム化。広報を公共イ
メージに変更。危機管理委員会設置。
Ｐｅａｃｅ絆復興支援委員会新設。将来の
指導者育成。
地区目標
ストップ・ザ・会員減少
第２６４０地区の会員数は、
１９９７年の３８７７名をピークに毎年減少
している。
日本では、唯一女性会員のみ増加傾向
にある。
クラブ拡大は１クラブ目標
地区全体で１０％の増強、各クラブ純増
３名以上のお願い
ロータリー財団への寄付
１人あたりＵＳ＄２００を目標
米山記念奨学会への寄付
１人あたり６,０００円の普通寄付

上半期３,０００円・下半期３,０００円
（特別寄付を入れて１人あたり２０,０００
円を目標）
２０１３－１４年度 地区大会のご案内
地区大会スローガン
 Ｏｎｅ ｆｏｒ Ａｌｌ,　Ａｌｌ ｆｏｒ Ｏｎｅ
１０月２６日（土）
・スターゲイトホテル関西エアポート
１０月２７日（日）
・国際障害者センタービックアイ
地区大会ＲＩ会長代理・国際ロータリー
第２５３０地区
２０１０－１１年度ＰＤＧ　大橋　廣治　氏
 （福島南ＲＣ）
記念講演　プロ野球解説者
野村　克也　氏
地区大会記念ゴルフ大会
１０月２１日・関西空港ゴルフ倶楽部
２０１４年２月２３日は日本３４地区で
東日本大震災復興支援キャンペーン
各クラブがそれぞれに復興支援のため
の奉仕活動をお願いいたします

復興支援の灯火を
燃やし続けましょう
本当に必要なもの
小沢一彦ロータリー財団トラスティーの
言葉
東日本大震災で会社も家も家族も無くさ
れた東北の４ロータリークラブが、解散
せずに復興のために頑張っている。何
もなかった神奈川のクラブが解散した。
考えてほしい。幾ら立派な電柱を立て
電線を張ったとしても本当に必要な電気
が通らなければ、何にもならない。
本当に必要なものの為に奉仕を実践し
てほしい。
終わりに
ＩＮ ＧＯＤ ＷＥ ＴＲＵＳＴ我々は神を信ずる。
この言葉はアメリカのドル紙幣に印刷され
ています。移民国家アメリカのポリシーで
す。ロータリーは、この国アメリカで１０８
年前に誕生いたしました。ＩＮ ＲＯＴＡＲＹ 
ＷＥ ＴＲＵＳＴ我 も々ロータリーを信じたい
と思います。それでこそロータリーです。
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次に、２０１３－２０１４年度ＲＩ会長をご紹
介します。
お名前　ロン・Ｄ・バートン氏
 （年齢６５歳）
出身地　米国オクラホマ州
 ノーマンＲＣ所属
 ２６年前にガバナーを経験
配偶者　ジェタ・バートン氏
 （ロータリアン）
ロン・Ｄ・バートン氏のロータリー略歴
・１９７９年ロータリアンとなる
・未来の夢委員会副委員長
・ＲＩ理事
・国際協議会モデレーター
・地区ガバナー
・２０１１年ニューオーリンズ国際大　　
会委員会委員長
・職業奉仕委員会連絡担当理事
・恒久基金米国アドバイザー
・ ロータリー財団地域コーディネーター
・ ウィリアムＢ.ボイド２００６－０７年度　ＲＩ
会長のエイド
国際ロータリー組織と現況
２００以上の国と地域５３７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）
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（２０１３年ロータリーの友３月号インタ
ビューより）氏は語っています。
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。
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。
国際ロータリー（Ｒｏｔａｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）とは
国際ロータリー（ＲＩ）は全世界のロー
タリー・クラブの連合体である（ＲＩ定
款第２条）。ロータリーという言葉をそ
れだけで使う場合、通常、国際ロー

タリーとしての組織全体を指す（章典
３３.０１０.４.）。
ＲＩの目的は次の通りである。
１） ロータリーの綱領を推進するようなプ
ログラムや活動を追求しているＲＩ加盟ク
ラブとＲＩ地区を支援すること
２） 全世界にわたって、ロータリーを奨
励し、助長し、拡大し、管理すること
３） ＲＩの活動を調整し、全般的にこれを
指導すること（ＲＩ定款第３条）
中核となる価値観（Ｃｏｒｅ Ｖａｌｕｅｓ）とは
奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダー
シップの５つです。
特に、高潔性を大切にして頂きたい。・
人柄が立派で利欲のために心を動かさ
ないことが今ロータリアンに強く求めら
れています。
ＲＩ理事会は、次の方法によってＲＩの業
務を指示・管理をしています。
ＲＩ理事会（Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｓ）
（１）ＲＩの定款と細則に従って組織の方
針を定めること
（２）事務総長による方針実施を評価す
ること、
（３）ＲＩ定款、ＲＩ細則は、１９８６年イリ
ノイ州非営利私財団法、およびその後
の改正によって与えられた権限を行使
すること（ＲＩ細則５.０４０.１.）。要する
に、私たちの定款。細則は、アメリカ
の州法に基づいています。ＲＩ理事会
は、組織規定に準拠してＲＩの業務と資
金の監督、管理にあたります。またＲＩ
の現役員と次期役員およびＲＩ委員会を
管理し、加盟クラブを総括的に監督す
る責務を負っています。（ロータリー章
典２８.００５.）。

（Ｔｈｅ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ）地区について
地区とは、管理の便宜上結びつけられ
た、一定の地理的な地域内にあるロー
タリー・クラブのグループである。ロー
タリー地区の活動ならびにその組織は、
個々のロータリー・クラブがロータリー
の綱領を推進するのを助けることを唯
一の目的とするものであり、ロータリー・
クラブや個々のロータリアンが提供する
奉仕を減殺することがあってはならない
と規定されています。（ロータリー章典
１７.０１０.１.）。
ガバナー（ＧＯＶＥＲＮＯＲ）について
ガバナーはＲＩ理事会の一般的な指揮、
監督の下に職務を行う、その地区にお
けるＲＩの役員である。ガバナーは地区

内のクラブに対する指導と監督を行うこ
とで、ロータリーの綱領を推進する任務
を課せられている。ガバナーは、地区
内のクラブを啓発し、意欲を与え、地
区内の継続性を確保するものとする（ＲＩ
細則１５.０９０.）。
Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂロータリークラブは定
款及び細則の承認を行っています。
ＲＩ加盟認証状を与えられ、これを受理
したクラブは、すべて、それによってＲＩ
の定款と細則ならびにその改正規定を
受諾し、承認し、法律に反しない限り、
万事これによって拘束され、それらの規
定を忠実に遵守することを承諾するもの
となっています。
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
奉仕の第五部門であった新世代奉仕
は、規定審議会で青少年奉仕に変更さ
れました。
効果的なロータリー・クラブの定義（Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏ
ｎ ｏｆ ａｎ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ）について
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。
ロータリー・クラブと他団体Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂｓ 
ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓについて
クラブは、いかなる他団体にも加入すべ
きではなく、また、他団体の会員として
の義務を負うべきでもない（ロータリー
章典１１.０４０.１.）。クラブは、その会員
を他団体に束縛したり、ＲＩの枠外で正
式なクラブの連合体を設立する権限は
ない（ロータリー章典２.０２０.）。
ロータリアンの非公式な会合について
ロータリアンの非公式な会合は、
クラブあるいは地区の公式会合とはなら
ない。
従って、非公式会合の出席者によるい

かなる決議も、クラブあるいは、地区の
意見の表明であると理事会がみなすこと
はない。（ロータリー章典７．０９０）
２０１３-２０１４年度ＲＩテーマを申し上げます。
ＥＮＧＡＧＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＨＡＮＧＥ ＬＩＶＥＳ
ロータリーを実践し みんなに豊な人生を
です。
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。
ポリオ撲滅
残るポリオ常在国は、アフガニスタン・
ナイジェリア・パキスタン の３国です。
他の国においてもウイルス流入の危険
があり、全地域での予防接種継続の必
要性があります。今年度こそ皆様のご協
力でＥＮＤ  ＰＯＬＩＯを実現しましょう。
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。
ロータリー財団支援と未来の夢計画の実践
ロータリー財団補助金
・地区補助金
・グローバル補助金
・パッケージグラント
グローバル補助金は長期的持続可能な
教育的・人道的・大規模な複合的プロ
ジェクトに対して資金提供６分野に限定
１．平和と紛争予防／紛争解決
２．疾病予防と治療
３．水と衛生
４．母子の健康
５．基本的教育と識字率向上
６．経済と地域社会の発展となっています。
会員増強について
ＲＩ会長ロンＤ・バートンは以下のように
語っています。
女性会員を増やす様に努力しましょう。
もっと、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。彼らが
満足して、いつまでも留まる様にしなけ
ればいけません。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。すべてのロータリアンは、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。
あなたのロータリアンになった感覚・気
持ちがどんなものであったか、それを私
（バートン）はあなたと共有したいと思
いますし、それを知らない人達にもその
気持ちを伝えることをお願いします。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。
２０１３－１４年は変革の時です。
ロータリーを実践し みんなに豊かな人
生を今こそ私達一人ひとりが行動する時
です。私達には、ロータリーに没頭し、
学んだアイディアに　導かれ、周りの
人々をも巻き込んで勇気づけるという仕
事があります。
一緒に行動しましょう。もっと強いロータ
リーを作り、もっと住みよい社会を作る
ために。
次代の変化に対応する柔軟性
時代の変化とともに私たちが存続するた
めには、私達自身が変化しなければな
らない。
・全てを変えろというのではありません
・ クラブの規則や伝統を変えて行くよう
促すことも必要
・ クラブ会合の時間や場所を変えてみる
・ 新しくできるクラブの形式を見直してみ
る（ロンＤ・バートン）
ＲＩ会長賞に挑戦しましょう
・会員増強を推進
・ ロータリー財団を通じた人道的奉仕を
充実
・ ロータリー・ファミリーを通じたネット
ワークを強める
・ さまざまな活動を実施したクラブを表彰
するための賞です。
２０１３－２０１４年度 地区方針
相 互 扶 助〜ｍｕｔｕａｌ ａｉｄ〜

世界政治の混乱、経済の先行き不安、
今こそ、メンバーと家族、共に働く仲間
と地域社会に生きる人々との共生共助
こそロータリーイズムの原点であること
を確認する。
ＲＩ方針の実践
・ポリオ撲滅
・フューチャービジョンの実践
・会員増強
・時代の変化に対応する柔軟性
ＩＭを廃止しました（旧組は存続しても構
わないが許可と報告が必要です。）
ＩＭの歴史的背景
１９５０年の手続要覧に国際ロータリー常
設プログラムとして掲載（資金援助あり）
主催は分区代理
１９６９年ＲＩが資金支援を打ち切る。
開催はＤＧ裁量となる・ＩＧＦとも呼ばれる
１９９７年ＤＬＰの採用
１９９８年手続要覧からＩＭと分区代理の
文字が消えた。
２００２年ガバナー補佐制度スタート
会員数比較
第２６４０地区６月末（３クラブ解散）　
１９５６名
１０名以下 ２クラブ　　　　
１０名から１９名 ２５クラブ　　　　
２０名から２９名 ２１クラブ　　　　
３０名から３９名 ８クラブ　　　　
４０名から４９名 ７クラブ　　　　
５０名から５９名 ４クラブ　　　　
６０名から６９名 ２クラブ　　　　
７０名以上 ２クラブ　　　　
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
（制定案ー採択３８・修正採択１４決議案
―採択６）
Ｒ財団の地区、ワールド等各補助金を
使っての事業奨励
補助金総額１９４，０２１ドル内、地区補助
金１０２，８１３ドルの活用
地区クラブ会員全員による
中学・高校への「出前卓話」の実施要請
ロータリアンが履歴を語る（人生の栄光
と挫折等）を要請する。


