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　全会員数　３３名　　　　　　　本日の出席者　２４名
　出席免除者　４名　　　　　　　本日の欠席者　　５名
　出席率　82.76％　　　　　8月21日の修正出席率82.76％

出席報告

第2640地区ガバナー　平原　祥彰RI会長　ウィルフリッドJ.ウィルキンソン

第 1729 回例会　平成 19 年 9 月 18 日
№10　　通刊№1729

本日の名曲クラリネット演奏＜稲本会員＞

「誰もいない海」

昭和43年(1968 年）に世に出ましたがヒットせず、

2年後トワ・エ・モワや越路吹雪が歌って

大ヒットしました。

次回９月２９日の予告次回９月２９日の予告次回９月２９日の予告次回９月２９日の予告次回９月２９日の予告

本日の例会本日の例会本日の例会本日の例会本日の例会

前回９月１１日 の記録

卓話【 〒10､1もうすぐ民営化 】
―民営化でどうなるの？郵便局のサービス―

中野　均 会員

お客様紹介 平原祥彰様/第2640地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ
金田光央様/地区副代表幹事

　　　　　　　「我等の生業」ＲＣソング

【 第８組ＩＭ 】
リーガロイヤルホテル堺４Ｆ

遠藤会長、中井幹事との懇談を終え、例会場に着席の
平原ガバナーと金田地区副代表幹事
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委員長報告

　　

●本日はガバ
ナー公式訪問
です。第2640
地区ガバナー
平原祥彰様、
地区副代表幹
事金田光央様
には遠路遥々
お越し頂き有
難うございま
す。また、当
クラブ選出の
岡敬三ガバ
ナー補佐には
何かとお世話

になっております。今年度の公式訪問はクラブ単
独訪問をお願い致しましたところ、ご多忙にも関
わらずご快諾下さり、本日の運びとなりました事
に御礼申し上げます。久しぶりの単独公式訪問で
私も大変緊張しておりますが、普段通りの例会運
営をご覧頂ければ幸いです。
●平原ガバナーは粉河RC所属でありますが、私
の母が旧町村名で田中村、中井坂の出生でありま
して、粉河には母方の従姉が今も暮らしていま
す。また、岩出市清水にある閼伽井寺に叔父が住
職として務めておりまして、昭和初期、私が小中
学生の頃、夏休みをそのお寺で過ごした事が走馬
灯を見るように思い出されます。
●先ほど事務局において平原ガバナー、金田地区
副代表幹事、岡ガバナー補佐と私共 会長、会長
エレクト、幹事とで懇談会を行い、いろいろとご
教示賜りましたので今後のクラブ運営に生かした
いと思っています。
●安岡正篤著「一日一言」より
9月11日[楽しむ]：「論語」に曰く「己を知る者
は、之を好む者に如かず。之を楽しむ者に如か
ず」と。知ることは本来余り価値がない。これに
対して、好むことは対象を自分の情緒の中に入れ
ることであって、身になる。更に深く潜在意識の
働きが加わると、これを楽しむという。全ては楽
しむという境地に至って初めて渾然として具体化
してくる。つまり人間そのもの、生活そのもの、
行動そのものになるからだ。学問もこの境地に達
してこそ本物である。
とあります。このような境地に至るまで気持ちを
高揚させて例会を楽しめれば、と思います。

会長の時間 遠藤　登 会長

◆社会奉仕委員会／野村 昌昭 委員長◆

◆雑誌広報委員会／矢ヶ崎 修 委員長◆

ロータリーの友誌
9月号の
ご案内

◆米山奨学委員会／江口 祇董 委員長◆

秋の交通安全運動
ご案内

日時／9月21日
(金）　　午前8時
～9時
場所／南海高野線
　中百舌鳥駅北側
回覧にて参加者を
募りますので多数
のご参加をお願い
します。

「米山梅吉記念館訪
問ツアー」参加者
追加募集のご案内

地区主催の訪問ツ
アーが9月 19日～
20日の予定で開催
されます。米山奨
学生の朴さんは都
合により欠席です
が、当クラブから
は遠藤会長と私が
参加します。本日、

「残席が10席あり」との連絡を受けましたので再
募集いたします。ご希望の方はご連絡下さい。
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中井 清治 幹事幹事報告

累計　244,000円

●本日例会終
了後、定例理
事会を開催い
たします。
●ガバナー月
信№3が届き
ましたので回
覧いたします
●例会変更
堺ﾌｪﾆｯｸｽRC／
9月 20日(木)
⇒ 9月 29日
（土）13：00～
リーガロイヤ
ルホテル堺にて（IM）。9月27日(木)⇒ 9月 30日
（日）ザビエル公園にて（内川・土居川まつり）。
堺北西RC／ 9月 25日(火)⇒ 9月 29日（土）13：
00～リーガロイヤルホテル堺にて（IM）。
堺南RC／ 10月 1日（月）⇒9月29日（土）13：
00～リーガロイヤルホテル堺にて（IM）。

ＳＡＡ報告

遠藤　登／平原ガバナー、金田地区副代表幹事、　
　　　　　本日は公式訪問としてご来駕頂き有難
　　　　　うございます。
中村清嗣／平原ガバナー様、金田地区副代表幹事
　　　　　様堺東RCにようこそ。ご指導よろしく
　　　　　お願いいたします。
中井清治／平原ガバナー、公式訪問有難うござい
　　　　　ます。
江口祇董／平原ガバナーをお迎えして。
　　　　　重山さんのお蔭で素晴らしいオペラ鑑
　　　　　賞できました。有難うございました。
槁本勝也／平原ガバナー公式訪問を祝し。
東野辰治／第2640 地区ガバナー平原祥彰様をお迎
　　　　　えして。
今野利雄／平原ガバナーの公式訪問を心から歓迎
　　　　　します。
城戸八重子／先週、お粗末な司会で申し訳ござい
　　　　　ませんでした。
　　　　　平原ガバナー様、金田地区副代表幹事
　　　　　様、ご苦労様です。

北野喜三／ 2640 地区平原ガバナーをお迎えして。
桑原武二／平原ガバナーをお迎えして。
三重野正之／平原ガバナー、金田地区副代表幹事
　　　　　ようこそ。
中野　均／平原ガバナー、金田地区副代表幹事を
　　　　　お迎えしての例会ですが、早退をお許
　　　　　し下さい。
野村昌昭／ 2640 地区ガバナー平原氏、公式訪問号
　　　　　労様です。
　　　　　秋の交通安全運動キャンペーン参加ご
　　　　　協力お願い申し上げます。9月21日　
　　　　　(金)中百舌鳥駅北8:00集合です。
咲山　旭／ガバナーをお迎えして。
柴　淳之／平原ガバナーをお迎えして。
竹山時和／ガバナー御訪問ご苦労様です。有難う
　　　　　ございます。
寺山武夫／第2640 地区平原祥彰ガバナーをお迎え
　　　　　して。
矢ヶ崎修／平原ガバナー、金田地区副代表幹事歓
　　　　　迎。ご苦労様です。
吉田元亮／平原ガバナーの公式訪問ご苦労様です。

第2640地区　平原 祥彰 ガバナー
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  今年度RI 会長ウィルキンソンさんはカナダ、オ
ンタリオ州トレントンRC のロータリアンで、1962
年に入会しました。クラブ、地区のリーダーとし
て務めた後、奉仕プロジェクトのポリオ、識字、
飢餓、水、人権尊重等の委員として活躍しました。
又、世界的な大会でリーダーを務めて来ました。
　“最善を尽くして、世界を変えようと思っている
　　組織”
　“平凡な人間を非凡な人にするマジックを持った
　　組織”
　“他人に対して心優しさ、愛の心を分け合うチャ
　　ンスを与えてくれる組織”
それがロータリーだと云われました。
  100 年を超えて活動するロータリーの永遠の
テーマは“超我の奉仕”です。それを土台にして
各年度のテーマを決めているのです。 基本理念に
根ざした“行動、実践の指針”であると思います。
  1923 年の声明、いわゆる決議23-34 の中には、
「ロータリーは人生哲学であり超我の奉仕の哲学で
ある。それは心がけの問題ではなく奉仕のための
行動実践の哲学である。クラブも会員も“行動実
践”すること」と云われている。私達は、時間、
知識、経験、才能、お金等々、人々に平和と健康、
よりよい人生のために分ち合い、助け、励まし、
共に前進しようとするのです。
  会長の強調事項として水保全、識字率向上、保
健と飢餓、ロータリー家族の4 つを継続して示さ
れました。3 年、4 年と継続して強調されると云
うことは、それだけ主要でさし迫ったテーマと考
えられているからです。2640 地区では世界社会奉
仕委員会の活動として、強調事項の重点奉仕のプ
ロジェクトとして、多くのプログラムを実践しよ
うと活動を続けています。
地区として、この活動をさらに押し進め拡充すべ
きであると考えております。身の丈にあった奉仕
こそ、クラブ活性化の第一歩ではないでしょうか。
“チャレンジすることで先が見えてくる”強調事項
の各々について説明することは他にゆずりたいと
思いますが、大切なことは、強調事項がよく分
かっていることが重要ではなく、それよりも行動
実践するためにこそ理解が必要なのであります。
よく“私は長年ロータリーに在籍しているので、
ロータリーの理論、プロジェクト、仕組等々よく
わかっているのですよ”と云う声を聞きます。

私は、だからその経験や知識を活かして若い人や
経験の少ない人をリードして、奉仕活動を成功に
導くことに活かしてこそ長く在籍している値打が
出てくるのだと考えています。経験豊かなロータ
リーのメンバーは我々の宝です。後輩の指導に是
非活かして、活躍していただくことを期待します。
奉仕のプロジェクトの決めるとき最も必要とされ
ていることは何か、最も必要とされているところ
はどの地域か、我々の奉仕が最も活かされるやり
方はどれか、最大の効果を生み出すため、ニーズ
を確実にキャッチする能力と努力が求められま
す。我々は無限の力を持っている訳ではありませ
んから。
  次にRI 会長賞についてでありますが、地区内
クラブの半数以上が受賞するよう申請を出すこと
を目標にクラブリーダーに推めたいと考えていま
す。クラブに対し詳細を連絡していますので、是
非そのようにとり組んでいただきたいと思います。
地区独自でも功績を讃えるべき活動があればガバ
ナーとして表彰を考えるべきだと考えております。

次に地区の今年度の重点目標について
  １．ロータリーを楽しもう
  ２．地区大会を成功させよう
  ３．世界大会に参加しよう
の3 点を重点目標にしました。

１．ロータリーを楽しもう
　（ア）“分ち合いの心”“Rotary Shares”を学習
　　しよう。テーマと強調事項を良く理解して奉
　　仕活動の指針とすることが重要であると思い
　　ます。
　（イ）クラブの活性化を是非共すすめてほしい
　　と思います。組織の見直しや、楽しいクラブ
　　づくり、身の丈に合った奉仕のプロジェクト、
　　クラブリーダーの交流、合同事業の実施等々
　　です。
　（ウ）G、PＧ、AG、地区委員会等の支援を最大
　　限活用してもらいたいと思います。地区チー
　　ムと名付けることにしました。
　（エ）ロータリー財団、米山奨学会のプログラ
　　ムを強力に支援したいと思います。
　（オ） 公式訪問はクラブ単位を原則にして、　　
　　ロータリーの夢と楽しさを語り合いたいと思
　　います。
又、各IM のテーマはホストクラブとPG でよく相
談の上自由に決めてもらいたいと思います。
ロータリーの主役は各クラブです。このクラブ活
動を支えるのがG、PG、AG、地区委員会です。

　　　　　
　････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

（平原ガバナーには30分に亘ってロータリーの現状、地区の現状、
これからの目標を熱く語って頂きましたが、月信№1に掲載のガ
バナーメッセージに要約されていますので、それを一部編集し転
用させて頂きます）　　　　　　　　　　　　（記録会報委員会）



地区のチームとして強力にクラブの支援をしたい
と思います。この地区チームは月1 回程度会議を
開き、地区やクラブにとっての重要事項について
協議をします。IM 単位に組織されたグループ協
議会を立ち上げます。この協議会はAG が中心と
なりIM に所属するクラブの会長、幹事、会長エ
レクトの集まりです。そのグループ協議会へ地区
チームがアクセスします。出前もします。
そしてクラブの活動を支援します。クラブの責任
者と地区チームが直接協議すること議論すること
がもっとも効果的な会合であり、支援となると考
えています。

２．地区大会の成功 2008.4.12～ 13 和歌山市内
　地区大会は友との交流を深め、友情を確かめ、
　感銘する講演を聞き、おいしい食事をいただき、
　ロータリーの諸問題に関する討議を通じて綱領
　を実現する為に開催されます。“分ち合いの心”
　のテーマに基づき、ロータリークラブとロータ
　リアンは活動します。地区大会に多数のロータ
　リアンとロータリー家族にお集まりいただき、
　楽しい時を過したいと思います。

３．世界大会への参加
　第99 回国際大会はロサンゼルスで開催されます。
　ロータリー最大の年次大会で、世界中からロー
　タリアン、ロータリー家族、友人が集まります。
　楽しい時を過しましょう。RI 国際大会での素
　晴らしさは、参加しなければ写真や言葉だけで
　は判りません。実際に現場に行って実感しま　
　しょう。IM 単位で目標を立て結集しましょう。
　関西国際空港からジャンボ機をチャーターして
　ロスへ行きましょう。

＜ガバナーとの質疑応答＞
QQQQQ．．．．．CLPについてのお考えは？
A.A.A.A.A. ４大奉仕以外は各クラブのサイズに合った、目
　標に合った委員会組織を作ったらいいのだと思
　います。会員100名のクラブと20名のクラブと
　がまったく同じ委員会組織でなければならない
　というのは困った話です。クラブを活性化させ
　るために自分のクラブはどんな組織を作ればい
　いのか。一度変えてみてうまくいかなければ、
　また変えたらいいのです。CLP が進んで地区と
　のズレが出てくれば地区がDLPとして調整して
　いけばいいのだと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

（07年7月号）

エジプト
のスィー
ワの住民
は、アレ
クサンド
リア・マ
リオウト
RCのおか
げで壮大
な景色を
はっきり
見えるよ
うになり

ました。
　昨年、同地域にわたった眼科医の一団は、130
名以上の患者を治療し、23件の手術（このうち19
件は白内障手術）を実施しました。
　遠隔地、サハラ砂漠のオアシスでは、地元の病
院も他の医療グループも眼科手術を提供していな
いため、今回で4年目になるこの医師団こそ、住
民にとって眼科手術を受ける唯一の機会だと、モ
ハメッド・アブデル・ガワド2006-07年度クラブ
会長は説明します。４年前にクラブがスィーワに
チームを派遣し始めて以来、白内障患者数が大き
く減少したのを会長は目の当たりにしてきまし
た。「2003年には、57件の白内障を治療しました。
2004年には、36件に減り、昨年はわずか19件で
した」とアレクサンドリア大学の整形外科学教授
であるガワド会長は語ります。
17名の医師、5名の看護士、4名の医学生、22名
の薬剤師、1名の技師からなるこのチームは、眼
科診療のほかにも、歯科、内科、整形外科、小児
科など、多くの分野で貢献してきました。ポリオ
の予防接種も100人の子供たちに行ないました。
「Health for All（万人の健康）」と名づけられた
12月 11日～15日のイベント中に、医師団は合わ
せて1,279人の患者を治療し、86件の手術を行い
ました。アレクサンドリア・マリオウト・クラブ
は、医師団の経費として、40,000 エジプト・ポン
ドを寄付し、医師等は各自の時間と専門知識
を無償で捧げました。１名をのぞく全員がアレク

 

スィーワの「万人の健康」医師団の活動として子供たちにポリ
オの予防接種を行なうアレクサンドリア・ラムレ・ロータリー・
クラブ（エジプト）のアーメド・アムル・アバシさん。　

エジプトの医師団、「万人の健康」医療を提供

　　　―５―



9月 18日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30
9月20日(木)堺泉北RC【ﾊﾟﾝｼﾞｮ5F事務局】18:30
9月 20日(木）堺ﾌｪﾆｯｸｽRC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:30
9月 20日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30
9月 25日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30
9月 25日(火）堺北西RC【もず野】12:30
9月26日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所】12:30
9月 26日(水）堺中RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30
★当クラブ9月25日の例会は9月 29日リーガロイヤルホテル堺にて開催の第8組 IMに変更しています。

9月 27日(木)堺RC【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ堺4階】12:30
9月27日(木)堺泉北RC【ﾊﾟﾝｼﾞｮ5F事務局】18:30
9月 27日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00
9月 27日(木）堺ﾌｪﾆｯｸｽRC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:30
9月 28日(金）堺北RC【ﾎﾃﾙ第一堺】12:30
10月 1日(月)堺南RC【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ堺4階】12:30
10月 17日(水）堺中RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30
10月 19日(金）堺北RC【ﾎﾃﾙ第一堺】12:30

近隣クラブ例会変更

９月度定例理事会議事録９月度定例理事会議事録９月度定例理事会議事録９月度定例理事会議事録９月度定例理事会議事録
平成19年 9月 11日

報告事項
　堺14RC連絡会議報告
協議事項
①堺市民オリンピック寄付の件
　　例年通り承認
②インターアクト活動資金送金の件
　　予算通り承認
③秋の交通安全キャンペーンの件
　　参加者はメーキャップ扱いとする
④その他
　・パソコン購入報告

８月度堺８月度堺８月度堺８月度堺８月度堺14RC14RC14RC14RC14RC連絡会議事録連絡会議事録連絡会議事録連絡会議事録連絡会議事録
平成19年 8月 30日

協議事項
①IMご出席のお願い(堺）
②第14回留学生日本語弁論大会後援寄付のお願い
　について9月度出席依頼（堺)
　　後援会長、事務局2名の出席を承認
③7月度議事録中、議案2の申し送り事項のガバ
　ナー補佐費用について議事録訂正の件(堺東）
　　ガバナー補佐費用についてはガバナー補佐か
　　ら白紙撤回の話もあり、今後は各クラブで検
　　討・対処する旨承認
④ガバナー補佐エレクト選出について(池田ガバ
　ナー補佐）
　　堺東南RC、堺おおいずみRCは 9月中に決定。
　　堺泉北RCは 9月再検討。
⑤堺北西RCと堺南西RC合併について(堺北西、堺
　南西）
　　今までに合同例会を重ねた結果、双方合併合
　　意し、10月 27日に調印式を実施する。

クラブ例会に活気を与える
○興味深い卓話を行なう話者を招く。例えば、地
　元の大学の学識者、有名人、地方政府のリー　
　ダー、珍しい経験の持ち主など。
○視察に出かける。クラブ例会を会員の職場、ク
　ラブ・プロジェクトの実施場所、地域社会の他
　の興味深い場所で開く。
○クラブ会員の参加を促すような直接参加型のな
　例会を計画する。
○来訪中または帰国したロータリー青少年交換学
　生、ロータリー財団国際親善奨学生、ロータ　
　リー・ボランティア、研究グループ交換チーム
　を招待し、クラブで体験談を語ってもらう。
○ 例会のほかに持ち寄りの食事、ピクニック、　
　その他の外出を行なって、親睦を培う。
クラブの行なった例会で特に効果的だったものは
ありますか。成功談を
ロータリー・ワールド
の読者に伝えるために、
rotary.world@rotary.org
までお送りください。

サンドリア大学所属で、４名はアレクサンドリ
ア、アレクサンドリア・マリオウト、アレク
サンドリア・ラムレの各ロータリー・クラブの
ロータリアンでした。
アレクサンドリア・マリオウト・クラブとゲジ
ラ・スポーティング・ロータリー・クラブの会
員、およびアレクサンドリア・マリオウト・ロー
ターアクト・クラブのローターアクターが医師団
に同伴し、患者の登録、薬剤の配布、ホテル宿泊
や食事の手配などを援助しました。「困っている
人々がより健康になって、より良い人生を楽しめ
るよう助けることは、ロータリーのような非政府
組織の役割です」とガワド会長は語ります。

 

―６―


