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言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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本日のプログラム
平成２９年１１月１５日第８３４回
ソング「手に手つないで」
会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告
出席報告
卓話：米山記念奨学生
アマル・ジュリアンさん（海南東RC）

前回の報告（第８３３例会）
開 催 日 平成２９年１１月８日（水）
点 鐘 大 浦 会 長
ソング「君が代」「奉仕の理想」
ゲスト地区雑誌・公共イメージ委員長
近藤 徳雄様
（堺RC）

●会長の時間●大浦 輝彦君
皆さんこんばんは、本日
もご出席ありがとうござい
ます。本日は地区雑誌･公
共イメージ委員長 近藤徳
雄様にお越し頂きました。
後ほどの卓話、よろしくお
願いいたします。
10月30日地区大会のゴル
フに参加させていただく予
定でありましたが、台風の
大雨で阪和線が和泉砂川～和泉鳥取間で法面崩壊
し、呼び出しを受けまして現場に張り付きで参加

次回のプログラム
１１月２２日 湯浅町ブランド戦略推進室
経営戦略官 常詰雅幸様
２９日 紀州高圧㈱営業部長
岡 義久様

できなくて申し訳ありません。別のイベントで千
葉に行っていたのですが、飛行機が飛ぶか不安で
ありましたので、鉄道を乗り継いで帰ってきまし
て着替えだけして現場直行でありました。翌朝の
復旧に向けて必死で頑張ってきました。
週末のお忙しい中、地区大会にご参加頂きまし
た会員の皆様、本当にありがとうございます。私
も２日間参加させていただきました。
第１日目は午後からRI会長代理、大室様の入場
に 始 り ま し て 開 会 宣 言、開 会 点 鐘、国 歌 斉 唱、
ロータリーソングの斉唱とプログラム通りの進行
となりました。
RI会長代理の大室様からは2017-2018年度RI会長イ
アン･ライズリー会長のテーマについての説明があ
り、大室会長代理はポールハリスの｢ロータリー
は、私の少年時代のニューイングランドの人びと
の特性であった寛容と善意の精神から生まれたも
のです｣という言葉を直ぐに思い浮かんだそうで
す。ロータリー創設以来、心には｢寛容と善意｣を
持ち続けて今日に至っています。
岡本ガバナーの今大会テーマは｢今一度見つめよ
うロータリーの原点｣でありまして、今回の地区大
会においてこのあたりの議論が深まり共通認識が
得られて、２６４０地区が新たな飛躍をされるこ
とを期待申し上げますとのご挨拶を頂きました。
その後、休憩を挟んで地区大会選挙人会議に初め
て参加させていただきました。
審議事項として
1.2016-2017年度地区財務報告採択の件について、
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堺ロータリークラブの石崎雅也委員長より報告が
されまして、福井パストガバナーの補足説明もあ
りまして、全会一致で採択されました。
2.2020-2021年度ガバナー候補者選出方法に関する
選択件では、３通りの選出方法が岡本ガバナーか
ら提案されまして、それぞれの特徴の説明もさ
れ、郵便投票による方法に決定しました。
3.2019年度RI規定審議会に対する制定案上程の件
では、クラブ提案としまして、堺おおいずみロー
タリークラブからの提案、手続き要覧P41、第9条
改正の件と、地区提案として国際ロータリー細則
第16条を改定する制定案上程の件が採択されまし
た。詳細は月信で紹介されます。
4.2018-2019年度地区大会の開催地及び開催日につ
いて樫畑ガバナーエレクトより2018年10月27日28
日ホテルグランビィア和歌山で開催の発表が有り
ました。
5.今次地区大会上程決議案の件として1号から6号
までが翌日の本会議に提案されることが決まりま
した。
協議事項としては
1.地区資金中の未収入金の今後の処理方法の件
2.米山記念財団50周年に関連し、当地区より会員
一人あたり100円程度の寄付を行う件
3.ガバナー月信発行に伴う会計処理の件
が協議されました。
夜の晩餐会では、素晴らしいバイオリン演奏を
聴かせていただきまして美味しいお酒を飲ませて
いただきました。
2日目の本会議もプログラムに沿って進みまし
て、特に各種表彰で連続会員出席表彰や在籍45年
以上80歳以上の会員表彰、事務員さんの永年勤続
表彰では会場が大変盛り上がりました。
午後の部での津軽三味線は大変迫力のある演奏
で、みんなで聞き入っていました。地区大会記念
講演での北河原公敬様の｢菩薩の心とロータリー｣
という題目でご講演を聴かせていただき、講演最
後に印度山日本寺での宗派を超えた宗教福祉事業
活動を紹介していただきまして大変素晴らしい活
動をされていることがよく解りました。
本日の会長の時間では、地区大会について、細
かなことまできっちり報告することが出来ません
でしたが、私は素晴らしい地区大会であったと参
加させていただきまして実感しました。
発行される月信を待って抜けた部分について改め
て紹介したいと思います。以上で会長の時間を終
わります。ありがとうございました。

●幹事報告●辻本 正成君

◆例会変更（掲示）
◆青少年交換夏季短期派遣学生募集の御案内
◆2016-17年度地区会計に関する資料送付のご連
絡
◆トロント国際大会の参加旅行の御案内
◆PDG久保ガバナーより意見書
◆第２分区研修会の日程の御案内
2018年3月17日（土）午後1時～4時終了予定
場所：海南商工会議所4階大ホール

●各委員会報告●
◆ロータリーの友紹介
（南 良暢君）

横組
P3RI会長メッセージ
P7インターアクターと連携する
P12私たりの目標：ポリオのない世界
P20難民にシェルターを日本の教育現場に難民に
ついての教材を
P22京都迎賓館体験型参観
P24米山記念業学事業50年のあゆみ
P26World Roundup
P28日本のロータリー100周年実行委員会アンケー
ト調査結果報告
P33NEW GENERATION
P35CLUB INNOVATION
縦組
P4ロータリー財団奨学生、その後
P9クラブを訪ねて 古河東RC
P13友愛の広場
P20卓話の泉
P24ロータリー・アット・ワーク

●出席報告●
会員数

出席者数

本日の出席

１７名

１３名

７６．４７％

１０／１８

１７名

１５名

８８．２４％

２

出

席 率
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理を提唱して行く必要が在ると目標出来ます。生
きている周りの環境が変われば、当然その倫理も
変わって参ります。
科学技術が相互に連関している現代社会に於ける
私達の行為に際して、これまでの倫理だけでは既
に限界が生じて来ております。ロータリーの公共
イメージ高揚を考えるのなら、先ずこのことに目
を向け、これからの新しい倫理をロータリーから
提唱して行けることを当委員会の重点目標と考え
ます。

●ニコニコ箱報告●
近藤徳雄様：いつもロータリー活動、御苦労様で
す！
大浦輝彦君：みなさんこんばんは。雑誌・公共イ
メージ委員会 近藤委員長様、本日
は遠い所有難うございます。本日の
卓話よろしくお願い致します。
辻本正成君：近藤様本日はよろしくお願いしま
す。
上野祥弘君：近藤委員長様、本日の卓話宜しくお
願い申し上げます。
前
任君：地区雑誌・公共イメージ委員長近藤
様、遠い所有難うございます。
永石睦巳君：近藤様、本日よろしくお願い致しま
す。

●閉会点鐘●
11/4・5地区大会

●卓話●
「ロータリーを再ブランド化できるか
（時代の変化への対応）」
地区雑誌・公共イメージ委員長
近藤 徳雄様（堺RC）

地域社会の人から「ロータリーとは一体どういう
ものですか？」と聞かれた場合に、ロータリアン
であればすぐに答えることが出来なければならな
いはずですが、実は中々明確には答えられないと
思い ます。「ロー タリーは 本来何を意味 するの
か」といいますと、それは“ロータリー”と呼ば
れる一定の質の思想を意味します。決議23-34に
『ロータリーとは、利己と利他との調和を目的と
する 人生哲学であ る』と記 されているよ うに、
“ロータリー”とは人生哲学、即ち、哲学思想を
意味します。
ロータリアン、クラブ、地区及びＲＩが全体とし
て、一つの運動体を形成しています。ロータリー
運動は倫理運動、即ちロータリー・クラブは、寄
付団体でも慈善団体でもボランティア団体でも無
く、ロータリアンに奉仕の心を授け、倫理を提唱
して行く団体、即ち、ロータリアンの心の開発を
第一義とする団体です。この点から「ロータリー
は、人類文化史が20世紀の時代に刻印を打った職
業人の最も優れた倫理運動である」と言われま
す。故に、過去色々な理念を提唱し、様々な原理
を開発して来たのですから、私達もこれからの倫
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≪有田RC１１月の例会プログラム≫
11/9 酒 井 隆 正 様「ロ ー タ リ ー 財 団 に つ い
て」
中元耕一郎様「ミャンマー国際奉仕事業につ
いて」
11/16児島良宗様「私の考えるロータリー
『平和』」
11/30永田雄治様（陸前高田RC）「ポリオ
NIDｓについてのお話」

≪有田南RC１１月の例会プログラム≫
11/7有田振興局健康福祉部衛生環境課
福原 順子様
11/14地区財団委員長（堺東RC）
11/21児島誠一様 杣野としゑ様
11/28湯浅警察署長 亀井署長

４

