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超我の奉仕

 ○ミニ卓話　菅原　茂会員
 ○会員卓話
　 　　岩本禮次郎会員
　　　　
　　　 坂田有造会員「私の仕事」
　　　　

先週の例会　第1017回 10月 12日

会長インフォメーション会長インフォメーション会長インフォメーション会長インフォメーション会長インフォメーション

 ○創立２１周年記念例会
　 受付：１７：３０～
　 例会並びに親睦会
　　　 ：１８：００～
　 場所：ホテル第一堺　　

　　　例会変更（10/26）

皆さんお変わりございませんか？いよい
よ秋本番、灯火親しむ季節になりました。本
日は国際ロータリー第 2640地区ガバナー
平尾寧章様、地区代表幹事楠部賢計様、第
8組ガバナー補佐鎌田稔様をお迎えし、堺
おおいずみロータリークラブ・堺東ロータ
リークラブ合同ガバナー公式訪問合同例会
を開催させて頂く運びとなりました。
平尾ガバナー、楠部代表幹事、鎌田ガバ
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会　長　貞吉　興道

ロータリークラブの皆様、
　今日は、公式訪問ですので、ＲＩステンハ
マーさんのテーマ演説からご紹介致します。
すでに、ロータリーの友、月信、ネット等で
ご存知かと思いますが、まず識字と水につ
いて人道的な問題を強調されています。
　識字については非識字の 4分の３はアジ
アの人々でありまして若い女性の教育によ
り、人口の爆発的増加がおさえられていま
す。ひいては貧困・保健等に関係してまいり
ます。
　水については２０世紀は石油、２１世紀
は水の戦争になるとのことです。飢餓で死
ぬよりも汚水を飲んだために病気で死亡す
る人が多いのです。
　又、青少年交換を推奨されています。次に
ＲＩ会長として当然の事でありますが会員
増強については各クラブ純増１名を強調し
ておられます。特に女性会員をお願いしま
す。との事です。しかし、2640地区の６月
３０日は２６５５人となっています。まだ
まだ会員減少が始まったばかりか、その
真っ只中かわからないほどです。まさに

ナー補佐の皆様方にはご多用中にも拘わり
ませず遠路私どもの合同例会にご臨席賜り
まして有り難う ございます。御礼を申し上
げ心より歓迎申し上げます。ご周知の如く
昨年はロータリー創立 100周年の記念すべ
き年度であり、シカゴに於いて国際記念 大
会が開催され、多彩な記念行事が執り行わ
れ 100年の歴史に幕を引かれました。
今年度はロータリー 101年、次の 100年
に向けてのロータリー元年で あります。
我々のクラブではステンハマーR.I.会長の
テーマ「超我の奉仕」の下、各委員会活動を
中心に日々活発な奉仕活動に取り組んでい
ますが、本日平尾ガバナー様方のご臨席を
得てご教授を賜り、我々の今後の奉仕活動
にご教示を賜りましたならばこれに過ぎた
幸せはございません。よろしくご指導の程
お願い致します。
お礼が遅くなりましたが、鎌田ガバナー
補佐様には本日のガバナー公式訪問合同例
会に先立ち、我々両クラブの『クラブ協議
会」にご出席賜り数々のご指導、ご教示を頂
き有り難うございました。此の場をお借り
致しまして暑くお礼申し上げます。
最後になりましたが、堺東ロータリーク
ラブの会員の皆様方には日頃よりご芳情を
いただき有り難うございます。今回のガバ
ナー公式訪問合同例会開催準備におきまし
ても、ご協力頂き有り難うございました。以
上会長挨拶とさせて戴きます、有り難うご
ざいました。

国際ﾛｰﾀﾘｰ第２６４０地区
ガバナー　　平尾寧章

公式訪問　ガバナーアドレス公式訪問　ガバナーアドレス公式訪問　ガバナーアドレス公式訪問　ガバナーアドレス公式訪問　ガバナーアドレス



ロータリーの危機であります。
　ロータリーは１００年にわたり I Serve
We Serve の論争や世界大恐慌、第二次世界
大戦等の危機を切り抜けてきました。
　そして、ステンハマーさんは S e r v i c e
Above Self. （超我の奉仕）をＲＩテーマと
して取り上げました。
　私は一生懸命生きて「時間・金銭・労力」
等の余った分を他の人々のために使うこと
が「超我の奉仕」と考えています。
　さて、ロータリー２つの原則の一業種一
会員制はすでに崩壊していますが、今こそ
２つ目の原則の規則的な例会への出席を
守っていかねばなりません。言うやすく、行
うは難しいです。例会が楽しく毎週参加し
たくなるような例会を皆で工夫して行けば
Service Above Selfの「超我の奉仕」につな
がるのではと考えます。

「災害時は、先ず自分の身は自分で守る」

　第９５回　大輪会ゴルフコンペのご案内

     当番幹事　　　高橋末通
　  内矢隆三

大輪会 会長　前内禧宏

　ゴルフコンペを下記の通り行います。
　場所　天野山カントリークラブ　
　日時　平成１７年１０月２６日（水）
　集合　９時５０分
　スタート午前１０時２０分

災害マップを事務局に保存しております。
ご覧になりたい方は事務局までお申し出下
さい。

委　員　会　報　告

◆世界社会奉仕委員会　
　　　　　　　　　　　委員長　前内禧宏

　ハリケーン「カトリーナ」義援金として
37,000円(会員一人当たり1000円)を諸分担
金「予備費」より地区の方へお送りさせて頂
きました.ご協力ありがとうございました。

大 輪 会

日時：平成17年 10月 9日　18：00～
場所：サンスクエア堺
ホストクラブ：堺南西ロータリークラブ
基調講演　18：30～ 19：20
演題「災害時、私たちは何ができますか」
財団法人　阪神・淡路震災記念協会理事長
　　　　　貝原俊民氏（元兵庫県知事）

　　　　　　第８組　第８組　第８組　第８組　第８組　I MI MI MI MI M



　　　　米山月間によせて　　　　米山月間によせて　　　　米山月間によせて　　　　米山月間によせて　　　　米山月間によせて

　カウンセラー・パストガバナー　大丸昌譲

てベトナムがあがって居ります。
②地区奨励ロータリー米山奨学金制度
地区裁量枠を設けて欲しいという要望がかな
りございました。短期大学、高等専門学校、
専修学校専門課程に在籍する留学生を地区割
当数の２０％まで認められることになりまし
た。地区割当数１名に対し２名、奨学金は１
人７万円とする。又従来のクラブ米山奨学生
はこの２０％の中に含まれることになりまし
た。
１０月は米山月間であります。
クラブ米山委員会におかれましては会員の皆
様に米山奨学事業の目的、使命、意義、歴史、
最新の情報等をお伝え頂くと共に米山奨学生、
学友を招いての卓話、ビデオ上映など企画さ
れ奨学会の現状など周知させて頂きたいと存
じます。
又、米山月間は米山奨学事業推進月間でもあ
ります。未だ厳しい環境ではございますが、
各クラブにおかれましては特別寄付のお願い
や、米山功労クラブ達成のためのご協力をお
願いして頂きたいと存じます。
９月中旬には２００４年度の米山記念奨学会
の事業報告、決算報告が各クラブ宛５部送ら
れてまいります。関係者の皆様は必ずお目通
しを下さいますようお願い致します。本年は
制度改編の年に当ります。各クラブ会員の皆
様に新しく生まれ変わった“よねやま”米山
奨学事業豆辞典２００５～０６年版が全員に
配布されます。是非ご覧下さいますようお願
い申し上げます。　
　　　　　　　　　（MONTHLY LETTER NO4より）

平素より第２６４０地区会員の皆様にはロー
タリー米山記念奨学会に対し温かいご理解と
ご協力を頂いて居りますことに心より御礼申
し上げます。米山記念奨学会は１９６７年に
財団法人として認可されて以来、これまでに
１０４カ国、１２,７０６人の奨学生を支援
して参りました。
２００４年度の寄付総額は１４億４,３５７
万円で前年に比べ約３.９％減となりました。
その主たる原因は経済不況によるロータリア
ンの減少であります。
当地区も厳しい環境の中にもかかわりませず、
会員一人当たり１９,２９１円のご協力を賜
わりました。心より感謝、御礼を申し上げま
す。只残念なことは初めて全国３４地区の中
でＮｏ.４となりました。
昨年まではＮｏ.３で２０,６３３円でござ
いました。
当地区の２００５年度奨学生は新規２１名、
継続５名の計２６名です。
米山学友会は現在、日本２３団体、海外韓国
と台湾２団体、計２５団体が組織され、それ
ぞれ活動されて居られます。
６月３０日、８月３０日の理事・評議員会で
２００６年、制度改編について新しい制度が
認められました。その主たるものは
①現地採用ロータリー米山奨学生制度
経済的な理由等で来日することさえできない
優秀な学生の日本留学を支援、現在候補国し



■幹事報告

◆前回の例会出席報告前回の例会出席報告前回の例会出席報告前回の例会出席報告前回の例会出席報告（（（（（２２２２２００００００００００５５５５５年年年年年１１１１１０００００月月月月月 1 21 21 21 21 2 日第１０１日第１０１日第１０１日第１０１日第１０１ 77777 回例会）回例会）回例会）回例会）回例会）　　　　　委員長　横山俊彦

会員数　　３７名 出席会員数　　２４名

出席免除者　５名 本日の出席率　 %

来客数　　５名

9月21 日

■他クラブ例会変更

■地区便り

・10月 22日 -23日（日）地区大会

■本日のお客様

・10月 13日～16日　堺市中学校美術部
　　　　　　　　　　「部展」開催
・10月 29日（土）　21周年記念例会

ニコニコ箱合計10件 40,000　円

ご協力ありがとうございました

・平尾寧章様（第2640地区ガバナー）
・楠部賢計様（第2640地区代表幹事）
・鎌田稔様（第2640地区ガバナー補佐）
・陸韋銘さん（堺おおいずみ奨学生）
・神山幸雄様（堺RC）

　・堺清陵RC：10月 20日→10月 23日地区大会
　・堺北RC：10月 21日→10月 23日 地区大会
　・堺東南RC：10月 20日→10月 23日 地区大会
　・堺泉北RC:10月 20日→10月 23日 地区大会
　・堺南RC:10月 24日→10月 23日 　地区大会
  ・堺南西RC：10月 20日 → 10月 19日
　　　　　　　　　　　　　　ガバナー公式訪問
　　　　　　　10月 27日→10月 23日地区大会
　・堺西RC:10月 20日→10月 23日地区大会　　
　・堺北西RC:10月 25日→10月 23日 地区大会
  ・堺フェニックス RC：10月 20日→10月 23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　地区大会
　・堺中RC:10月 26日→10月 27日
　　　　　　　　　　　　　　 ガバナー公式訪問
　・堺RC:10月 20日→10月 23日地区大会

 ■ロータリーレート変更
              ８月１日より＄/１１２円　

○ＲＩ第2640地区ガバナー平尾寧章様、地
区代表幹事楠部賢計様、8組ガバナー補佐
鎌田稔様、本日は堺東ＲＣ、堺おおいずみ
ＲＣガバナー公式訪問合同例会にご臨席
下さり有難うございます。　　 貞吉興道

○平尾ガバナーご遠方より有難うございま
した。よろしくお願い致します。多田弘明

○久しぶりの合同例会、気分が変わって楽
しいですね。　　　　　　　　 金岡光世

○平尾ガバナー様と 9日のＩＭフレッシュ
会員の集いでお会いできまして誠にあり
がとう御座いました。本日はどうぞご指
導の程お願い申し上げます。　 平岩群偉

○堺東ＲＣ親クラブとの合同例会に、平尾
ガバナー始め地区役員の方のご訪問あり
がとうございます。　　　　　 高井　浩

○平尾ガバナー様、公式訪問を歓迎します
と共に、本日のご指導よろしくお願い致
します。また、堺東ＲＣとの合同例会に
乾杯。                      木久和則

○平尾ガバナー本日は公式訪問ありがとう
ございます。いろいろ勉強させてもらい
ます。                     　大仲広司

○堺東ＲＣとの合同例会を祝って。
                              間宮巌詞
○平尾ガバナーよろこそいらしゃいまし
た。ご指導よろしくお願いします。

                              河村厚男
○本日の堺東ＲＣとの合同例会に国際ﾛｰﾀﾘｰ
第２６４０地区平尾ガバナー、そして楠
部代表幹事、ようこそいらしゃいまし
た。ご指導の程よろしくお願いします。

                              楠本健一

　　　　　委員長　岩本禮次郎

修正出席率
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