
（敬称略）

◇2012-2013年度 第2640地区ガバナー エレクトの

北中登一様をお迎えして

平野、片井、楠本、森本、竹村、上原、山本、吉本

◇本日は、お世話になります。 田辺ＲＣ 津村様

御坊ＲＣ 塩路様

◇塩路良一様は、昨年と今年のＩＭ２組のガバナー

補佐をされています。 谷峯

◇塩路様、本日はようこそおいで下さいました。

2640地区の米山奨学会では大変お世話になっており

ます。ごゆっくりしていって下さい。 坂本

◇地域に貢献したと言う事で県知事から表彰を受けま

す｡ 丸山(博)

◇丸山様、県知事表彰おめでとう。 木村

◇きのう車で西谷会員と２人で夜中に出発して、東京

のスカイツリーを真下で見ましたが圧倒されました。

レインボーブリッジ、ゲートブリッジ、横浜ベイブ

リッジ、東京湾アクアライン等を見て来ました。

今日の例会を欠席しないように引き返して、昨夜帰

宅しました。1,500㎞余りの走行でした。 堀

◇やった！初めてのホールインワン！！もう最高です。

…と実は昨日、後藤さんと同じ組で回わらせて頂き、

ホールインワンの感動を一緒に味わせて頂きました。

後藤さんおめでとう。 岡本

◇後藤さん、昨日、ホールインワンおめでとうござ

います。 北村

◇後藤君、おめでとう。 橋本

◇住生ゴルフ何と優勝してしまいました。

参加者の皆様おつかれ様でした。

後藤君、ホールインワンおめでとう。 武田

◇住生さんのコンペでホールインワンをしてしま

いました。

17番ホール 164ヤード 6番アイアンで、数ホール

前に拾ったロストボールを使用。すでにタカられ

まくっているので、佐田保険事務所さん、よろし

くお願いします。 後藤

◇住生ゴルフコンペに参加。ありがとうございました。

後藤さん、ホールインワンおめでとうございます。

武田さん、優勝おめでとうございます。 宇都

◇お久しぶりです。 畑地

◇欠席お詫び 吉田

◇何も思いつかないので、お花頂きます。 佐田
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47名 3名 ７名 84.09％

5月16日修正出席率 88.64％
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唱 歌

上原 俊宏 会長 出席報告

田辺東ロータリークラブ週報
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" あゝ田辺東ロータリー ”

山本 亘 君

田辺ＲＣ 津村寛司 様

ヴィジター

御坊ＲＣ 塩路良一 様

ゲスト

2012-2013年度 第2640地区ガバナー エレクト

北中登一（きたなか といち）様



21日に金環日食がありました。当時、太陽を見るサ

ングラスを用意していませんでしたので、あわてて色

の濃いプラスチックのコップで日食を見ました。見え

ました。

金環食の最中にも暗くはなりませんでしたが、皆既

日食の時には暗くなります。月の位置によって皆既あ

るいは金環食となるようです。皆既日食の時には地球

から見て、月、その向こうにある太陽、そしてその太

陽が隠す向こうの天体：星が見えることが知られてい

ます。太陽の重力により隠された星の光が曲がり、見

えない天体が見えるのだそうです。重力レンズとか言

われています。大きい銀河が向こうの銀河の光を曲げ

るレンズもあるようです。重力レンズを用いなくても、

心のレンズで奉仕の種を見いだしましょう。

■本日のゲストは2012-2013年度 第2640地区ガバナー

エレクトの北中登一（きたなか といち）様をお迎

えしています。会員増強委員会から卓話をお願いし

ておりますが、後ほどよろしくお願い致します。

■本日は奉仕食となっております。

ご協力よろしくお願いいたします。

■例会日時変更

◎高野山ＲＣ 6月15日(金)→ 休会

◎和歌山中ＲＣ

6月 1日(金)→6月 1日(金)19：00～

場所：ルミエール華月殿

「第４回I.D.M.発表」

6月29日(金)→6月30日(土)18：00～

場所：マリーナシティー ヨットクラブ2F

「最終家族例会」

◎和歌山北ＲＣ

6月18日(月)→ 6月18日(月)19：00～

場所：ホテルグランヴィア和歌山 6Ｆ

「最終夜間例会」

6月25日(月)→ 休会

◎和歌山東南ＲＣ

6月27日(水)→ 6月29日(金)18：30～

場所：ルミエール華月殿

「最終親睦夜間例会」

■回覧

◎週報「那智勝浦ＲＣ」

◎「やおきジャーナル56号」

◎「田辺湾クリーン作戦 出欠表」

◎南方熊楠顕彰会より授賞式開催の御礼

■連絡

◎来週6月より上着の着用は不要です。

2012-2013年度 第2640地区ガバナー エレクト

北中 登一 様

【 会員増強・維持について 】

１ 熊沢先生は、EUROPEでは、原則入会金を取らず年

間の費用も10万円との事。

ある倶楽部では、入会金をクラブ予算に組み入れ

ておられ、従って入会する人が多いほど、良い活

動が出来ると誤解されている。

２ 入会する最低の基準

（１）例会日に出席出来る事。

（２）入会金と、年会費の払うゆとりがある事。

（３）奉仕する意欲がある事＝人間的に、協調性が

あるか。

３ ROTALYの本質を説けば、心が動く。

誰でも、人のために尽くしたいという、善なる心

はある。この心の発揮できる場所を提供できるの

がROTALYであるとすれば、持って行き方によって

は、入会の運びとなる。

４ まず、地域の公立、私立病院の院長又は事務長に、

続いて看護婦長に、ROTALYの本質（哲学）を話し

にいく。共鳴される事はあっても反対される事は

まずない。ただ賛成だからといって入会されるか

どうかは、別問題である。趣旨を理解していただ

ければ、何らのアドバイスが得られる。
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本日のプログラム

幹事報告

会長報告の前に

会長報告



私は忙しいが、こんな人はどうか等、紹介して戴

ける可能性がある。

神社、仏閣、銀行、消防署所長、私立幼稚園園長、

介護関係、薬剤師、歯医者その他山崎パンの工場

長、銀装カステラの社長、阪南大学の学長。

毎日、少なくとも一人に会い、話しをして、入会

を勧める。他クラブにも紹介する

５ 入会されれば、やめさせない、即ち維持（退会防

止に務める。どうするか。新入会員の歓迎会には、

奥様も呼ぶなどして雰囲気作りに務める。

比較的、入って良かったなと感激を覚えるような

奉仕部門に振り分ける。例えば、社会奉仕委員会、

青少年交換委員会。但し、会報委員会等は忙しす

ぎて困る事もあり、又親睦委員会は、大体一国一

城の主が入会されたとすれば、すぐ頭を下げるこ

の委員会はふさわしくないと思う。新入会員には、

指導者をつけて共に行動するとともに、ROTALYに

ついての知識を教える。

そしてこの会員の特性、どんな個性の持ち主か、

趣味も含めて、得意分野の出来るだけ早い時期の

把握＝育成

６ 助け合う精神

「私の考えは、病院長や学校長にロータリーに入

会していただく。そのような職業の方が入会され

ていると他の人を勧誘しやすい。会員増強のため、

私は１日一人訪問することを心がけておりました。

その結果、２０数名の方にロータリーに加入して

頂きました。ロータリーとはどういうところか。

３冊のロータリーの本を持って説明して回りまし

た。会員増強のためには、努力することが必要で

す。高齢化社会になり、仕事の中にも余暇が生ま

れます。そのような人を勧誘すべきです。また、

若返りも大事ですので、青年会議所にもアプロー

チしていくことも必要です。」

ＩＭ２組のガバナー補佐

御坊ＲＣ 塩路 良一 様

「私とロータリー」
御坊の塩路でございます。貴クラブ谷峯様・坂本様

と懇意にさせていただいています。田辺は祖母のふる

さとで、子供の頃からよく参りました憧れの地です。

さて私は、学校を出て大会社に務めておりましたが、

家業の林業を会社にするからと親から云われて、昭和

５０年に御坊へ帰ってまいりました。そのとき土地に

馴染むにはロータリーが一番、と父に奨められて御坊

ロータリーへ入れていただきました。まだ３０歳台で

した。はじめは馴染めず苦痛でしたが若僧でも一人前

に扱ってもらっている内に、毎週の例会へ行くことが

リズムになり学校へ通うようなワクワク感を覚えるよ

うになりました。

そのうち他クラブへメークアップ訪問したり地区お

役をいただくなどして、今は地区ガバナー補佐（２年

目）と地区米山寄付増進委員長を務めさせていただい

ております。ロータリーの活動は自クラブが基本です

が、行動の輪が拡がることで楽しみが増してゆくわけ

で、おかげで海外のクラブ幾つかへメークアップを済

ませました。あとロータリーに停年がないことも大き

な魅力で、健康の許す限りロータリーを楽しませてい

ただきたいと思っています。

私は地区ＲＬＩのリーダー（現在和歌山県下で３人）

の資格をいただき、皆さんと勉強しました一端を次に

お話しさせていただきます。

◎職業奉仕とは？

空港で通り掛かりのお医者様が急病人を看るのは社

会奉仕に分類されます。お医者様の職業奉仕は普段

に医者として一生懸命尽くされ報酬を伴うものを差

します。他業種も同じことです。

◎奉仕とは？

英語のＳｅｒｖｉｃｅには無償奉仕の意味だけでな

く、仏教での勤行・欧米での日曜礼拝のような「お

つとめ」の意味があり、台湾のロータリーでは服務

と訳されます。ロータリーの奉仕はこの意味が強い

と言えます。

◎例会は道場である、では師範・師範代は誰か？

３つあるようです。ひとつは外来卓話で得難い人生

経験を聞かせていただく、そして毎例会の会長のお

話・会長こそはロータリーがすばらしいものだと自

ら発信していただきたい、あとひとつは会員皆様自

身がお互い生徒であり師範代なのです。

ロータリアンは社会で成功されそれぞれ立派な人生

観をお持ちの方ばかりで、例会でその方々の生き様

を学ばせてもらって、自分を磨き社会に貢献できる

すばらしいロータリアンに、なっていただきたいと

存じます。

貴クラブのますますのご発展をお祈り申し上げます。
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