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　ロータリー研究会（以下研究会）の大阪開催は2002
年以来８年ぶりのことであります。
　今回の研究会は近藤雅臣ＲＩ理事を招集者として、レ
イ・クリンギンスミスＲＩ会長ご夫妻、カール・ヴィルヘ
ルム・ステンハマーＴＲＦ管理委員長ご夫妻、李 奎恒Ｒ
Ｉ理事ご夫妻、エリオ・チェリニＲＩ理事、黒田正宏ＲＩ
理事ご夫妻、小沢一彦ＴＲＦ管理委員、エドウィンＨ.フ
タ事務総長、田中作次ＲＩ会長ノミニーご夫妻のＲＩ及
びＴＲＦの役員をお迎え致し、海外来賓14名、国内外登
録者537名の参加を得て開催致しました。
　研究会は元・現・次期ＲＩ役員及び招集者のゲストが
参加者する情報提供や討議のための会合で一つ以上
のゾーン毎に毎年開催されます。数年前より招集者の
ゲストとしてガバナー補佐にも案内され、今回は第2660
地区のクラブ会長、地区委員長の希望者も特別にゲス
トに加えられました。当年度のＲＩ会長、ＴＲＦ管理委員
長から直接話が聞ける貴重なチャンスであるとの要望に
答え、実行委員会内での意見を近藤ＲＩ理事に理解頂
いた結果であります。

2010年11月25日
ＲＩ会長ご夫妻、ＴＲＦ管理委員長ご夫妻歓迎晩餐会

2010年11月26日　本会議第１日目
　開会式、各種報告の後、今年度よりロータリーの４大
奉仕に新世代が加えられたことを受け、金 美齢さんに
「新世代を育てる」をテーマに講演をして頂きました。
　その後、６つのセッションを行いましたが、それぞれの
テーマ及び担当を頂いた方は以下の通りです。（敬称略）

第１セッション
「戦略計画―クラブの活性化とＲＣの役割」
　ＲＣは本年度より導入されたロータリーコーディネー
ターを指します。
モデレーター　（Ｍ）南園義一元ＲＩ理事
パネリスト　（Ｐ）桑原　茂　（Ｐ）杉谷卓紀　（Ｐ）坂本
俊雄　３名の（Ｐ）はＲＣ

第２セッション　「職業奉仕と高潔性」
（Ｍ）エリオ・チェリニＲＩ理事（ＲＩ職業奉仕委員長）
（Ｐ）黒田正宏ＲＩ理事（同副委員長）　（Ｐ）李奎恒ＲＩ
理事（同委員）　（Ｐ）渡辺好政元ＲＩ理事
　フロアーの同委員の近藤ＲＩ理事がおられ、さながら
ＲＩの委員会が開催された感がする貴重なセッションと
なりました。終了後休憩を挟んで、希望晩餐会を行いま
した。

２０１０年１１月２７日　本会議第２日目

第３セッション「会員増強」
コーディネーター　服部芳樹元ＲＲＩＭＣ　
「世界の会員数の概要日本の会員減少の現状と分析」
コメンテーター（Ｃ）藤林豊明
「会員増強―財団学友クラブの立場から」（Ｃ）里井久
輝　
｢女性会員の増強について｣ （Ｃ）石田　秀　
「新クラブ設立まで」 （Ｃ）豊田章二　
「Ｅクラブは会員増強のための手段か｣（Ｃ）足立功一
　このセッションのみ、コメンテーターとなっているのは、
発言者が自己の意見を自由に述べて頂くためのもので
す。　　　

第４セッション「新世代奉仕」
（Ｍ）今井鎮雄元ＲＩ理事
（Ｐ）海沼美智子　（Ｐ）三木　明　（Ｐ）野口　清　（Ｐ）
斉藤直美
　海沼前ＲＩコーディネーターより国際大会直前に中止
となった国際ＲＹＬＡについてＲＩに対し意見が述べら
れました。

第５セッション「ポリオプラス」
　「ポリオ撲滅への最後の挑戦」　宮﨑茂和　ポリオ撲
滅のための国際賞受賞者
　第2650地区の今日までの素晴らしい活動報告がさ
れました。

第６セッション「綱領の和訳」
（Ｍ）鳥居　滋
（Ｐ）松宮　剛　（Ｐ）片山主水　（Ｐ）牧尾晴喜
イントロダクション　横山守雄
　日本で開催される公式会合で初めて取り上げられた
テーマで、第40回の研究会に引き継がれ、今後日本の
ロータリーにとり大きな議論を呼ぶことになります。
　今回のセッションに石田（大阪西南ＲＣ）、牧尾、里井
（大阪ネクストＲＣ）の地区内３会員がＰＤＧに混じりご
活躍を頂きました。感謝を申し上げます。
　この後、オープン・フォーラム、ニューオリンズ国際大
会推進プログラムと続き研究会を終えました。

配偶者プログラム
「子宮頚がんとＨＰＶワクチン・日本の今」
　講師　産婦人科医　吉馴茂子（八尾中央ＲＣ会長）
｢欧米でのＨＰＶワクチンの取り組み｣
　講師　日本赤十字北海道看護大学準教授　シャロ
ン・ハンリーさん

付随プログラム
2010年11月24日　大阪国際会議場
　ゾーン１，２，３ロータリー財団地域セミナー
　地区より選抜された平和フェロー寺西さんと特別奨
学生西口さんの近況を報告いたしましたが、当地区小
林国際奉仕・ＷＣＳ委員長より緊急要請を受け、前日起
きたカンボジアでの水まつり事故への募金を会場で呼

びかけましたところ、約30万円が集まり翌日の死体袋の
発送に役立ちました。ロータリアンの即刻の善意に感
激致しました。

2010年11月25日　リーガロイヤル・ホテル
　メジャードナー午餐会
　ガバナー協議会
　ガバナー会
　ＧＥＴＳ
　日本恒久基金委員会
　財団法人ロータリー日本財団理事会
　この他、配偶者エクスカーションとして、たこ焼き懐石
と繁昌亭。研究会終了後エクスカーションとして京都建
仁寺でロータリアンの夕べを行いました。

　ＲＩ会長に横山ＰＤＧ、ＴＲＦ管理委員長に近藤眞道
元ＲＩ委員（高槻西ＲＣ）、事務総長に川本典美大阪ネ
クストＲＣ会長さんがそれぞれエイドの役目を担って頂
きました。また、顧問の菅生ＰＲＩＤ、古市實さん（大阪
北ＲＣ）、副実行委員長吉川ＰＤＧ、宮田ＰＤＧ、そして
ホストをお務めいただきました３クラブの実行委員会の
メンバーさん、大阪ネクストＲＣの皆さん、当日お手伝い
のガバナー事務所の皆様、有難うございました。
　第40回も大阪にて開催されることとなりました。今回
のご協力に感謝致すと共に、引き続きまして次回もよろし
くお願い申し上げます。

（千里RC）
パスト・ガバナー 井上　暎夫

開催日：２０１０年１１月２５日㈭～２７日㈯
場　所：大阪国際会議場
ホスト：大阪北ＲＣ・東大阪東ＲＣ・千里ＲＣ
協　力：大阪ネクストRC
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第39回 ロータリー研究会
（国際ロータリーゾーン1,2,3）報告

第39回 ロータリー研究会実行委員長
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　ロータリー研究会（以下研究会）の大阪開催は2002
年以来８年ぶりのことであります。
　今回の研究会は近藤雅臣ＲＩ理事を招集者として、レ
イ・クリンギンスミスＲＩ会長ご夫妻、カール・ヴィルヘ
ルム・ステンハマーＴＲＦ管理委員長ご夫妻、李 奎恒Ｒ
Ｉ理事ご夫妻、エリオ・チェリニＲＩ理事、黒田正宏ＲＩ
理事ご夫妻、小沢一彦ＴＲＦ管理委員、エドウィンＨ.フ
タ事務総長、田中作次ＲＩ会長ノミニーご夫妻のＲＩ及
びＴＲＦの役員をお迎え致し、海外来賓14名、国内外登
録者537名の参加を得て開催致しました。
　研究会は元・現・次期ＲＩ役員及び招集者のゲストが
参加者する情報提供や討議のための会合で一つ以上
のゾーン毎に毎年開催されます。数年前より招集者の
ゲストとしてガバナー補佐にも案内され、今回は第2660
地区のクラブ会長、地区委員長の希望者も特別にゲス
トに加えられました。当年度のＲＩ会長、ＴＲＦ管理委員
長から直接話が聞ける貴重なチャンスであるとの要望に
答え、実行委員会内での意見を近藤ＲＩ理事に理解頂
いた結果であります。

2010年11月25日
ＲＩ会長ご夫妻、ＴＲＦ管理委員長ご夫妻歓迎晩餐会

2010年11月26日　本会議第１日目
　開会式、各種報告の後、今年度よりロータリーの４大
奉仕に新世代が加えられたことを受け、金 美齢さんに
「新世代を育てる」をテーマに講演をして頂きました。
　その後、６つのセッションを行いましたが、それぞれの
テーマ及び担当を頂いた方は以下の通りです。（敬称略）

第１セッション
「戦略計画―クラブの活性化とＲＣの役割」
　ＲＣは本年度より導入されたロータリーコーディネー
ターを指します。
モデレーター　（Ｍ）南園義一元ＲＩ理事
パネリスト　（Ｐ）桑原　茂　（Ｐ）杉谷卓紀　（Ｐ）坂本
俊雄　３名の（Ｐ）はＲＣ

第２セッション　「職業奉仕と高潔性」
（Ｍ）エリオ・チェリニＲＩ理事（ＲＩ職業奉仕委員長）
（Ｐ）黒田正宏ＲＩ理事（同副委員長）　（Ｐ）李奎恒ＲＩ
理事（同委員）　（Ｐ）渡辺好政元ＲＩ理事
　フロアーの同委員の近藤ＲＩ理事がおられ、さながら
ＲＩの委員会が開催された感がする貴重なセッションと
なりました。終了後休憩を挟んで、希望晩餐会を行いま
した。

２０１０年１１月２７日　本会議第２日目

第３セッション「会員増強」
コーディネーター　服部芳樹元ＲＲＩＭＣ　
「世界の会員数の概要日本の会員減少の現状と分析」
コメンテーター（Ｃ）藤林豊明
「会員増強―財団学友クラブの立場から」（Ｃ）里井久
輝　
｢女性会員の増強について｣ （Ｃ）石田　秀　
「新クラブ設立まで」 （Ｃ）豊田章二　
「Ｅクラブは会員増強のための手段か｣（Ｃ）足立功一
　このセッションのみ、コメンテーターとなっているのは、
発言者が自己の意見を自由に述べて頂くためのもので
す。　　　

第４セッション「新世代奉仕」
（Ｍ）今井鎮雄元ＲＩ理事
（Ｐ）海沼美智子　（Ｐ）三木　明　（Ｐ）野口　清　（Ｐ）
斉藤直美
　海沼前ＲＩコーディネーターより国際大会直前に中止
となった国際ＲＹＬＡについてＲＩに対し意見が述べら
れました。

第５セッション「ポリオプラス」
　「ポリオ撲滅への最後の挑戦」　宮﨑茂和　ポリオ撲
滅のための国際賞受賞者
　第2650地区の今日までの素晴らしい活動報告がさ
れました。

第６セッション「綱領の和訳」
（Ｍ）鳥居　滋
（Ｐ）松宮　剛　（Ｐ）片山主水　（Ｐ）牧尾晴喜
イントロダクション　横山守雄
　日本で開催される公式会合で初めて取り上げられた
テーマで、第40回の研究会に引き継がれ、今後日本の
ロータリーにとり大きな議論を呼ぶことになります。
　今回のセッションに石田（大阪西南ＲＣ）、牧尾、里井
（大阪ネクストＲＣ）の地区内３会員がＰＤＧに混じりご
活躍を頂きました。感謝を申し上げます。
　この後、オープン・フォーラム、ニューオリンズ国際大
会推進プログラムと続き研究会を終えました。

配偶者プログラム
「子宮頚がんとＨＰＶワクチン・日本の今」
　講師　産婦人科医　吉馴茂子（八尾中央ＲＣ会長）
｢欧米でのＨＰＶワクチンの取り組み｣
　講師　日本赤十字北海道看護大学準教授　シャロ
ン・ハンリーさん

付随プログラム
2010年11月24日　大阪国際会議場
　ゾーン１，２，３ロータリー財団地域セミナー
　地区より選抜された平和フェロー寺西さんと特別奨
学生西口さんの近況を報告いたしましたが、当地区小
林国際奉仕・ＷＣＳ委員長より緊急要請を受け、前日起
きたカンボジアでの水まつり事故への募金を会場で呼

びかけましたところ、約30万円が集まり翌日の死体袋の
発送に役立ちました。ロータリアンの即刻の善意に感
激致しました。

2010年11月25日　リーガロイヤル・ホテル
　メジャードナー午餐会
　ガバナー協議会
　ガバナー会
　ＧＥＴＳ
　日本恒久基金委員会
　財団法人ロータリー日本財団理事会
　この他、配偶者エクスカーションとして、たこ焼き懐石
と繁昌亭。研究会終了後エクスカーションとして京都建
仁寺でロータリアンの夕べを行いました。

　ＲＩ会長に横山ＰＤＧ、ＴＲＦ管理委員長に近藤眞道
元ＲＩ委員（高槻西ＲＣ）、事務総長に川本典美大阪ネ
クストＲＣ会長さんがそれぞれエイドの役目を担って頂
きました。また、顧問の菅生ＰＲＩＤ、古市實さん（大阪
北ＲＣ）、副実行委員長吉川ＰＤＧ、宮田ＰＤＧ、そして
ホストをお務めいただきました３クラブの実行委員会の
メンバーさん、大阪ネクストＲＣの皆さん、当日お手伝い
のガバナー事務所の皆様、有難うございました。
　第40回も大阪にて開催されることとなりました。今回
のご協力に感謝致すと共に、引き続きまして次回もよろし
くお願い申し上げます。

（千里RC）
パスト・ガバナー 井上　暎夫

開催日：２０１０年１１月２５日㈭～２７日㈯
場　所：大阪国際会議場
ホスト：大阪北ＲＣ・東大阪東ＲＣ・千里ＲＣ
協　力：大阪ネクストRC
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第39回 ロータリー研究会実行委員長


