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2007 年 9 月 14 日(金)第 1304 回 

卓 話 ｢ガバナー公式訪問｣  

RI第2640地区  平原祥彰ガバナー 

         西平邦彦副代表幹事 

今週の歌 「それでこそロータリー」 

     「月の砂漠」 

お客様の紹介 

RI第2640地区  平原祥彰ガバナー 

同 上 西平邦彦副代表幹事 

大阪南 RC    松林 寛 様 

出席報告・会長の時間  

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会場  〒590-0073 堺市堺区南向陽町二丁 2番 25 号「ホテル第一堺」・Tel:(072)227-1000 番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30 分  

事務所 ホテル第一堺内   Tel:(072)223-4777 番  Fax:(072)223-6519 番 

 URL      :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640 地区) 平原祥彰（ﾋﾗﾊﾗ ﾖｼｱｷ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org 

         E-mail ： info@rid2640g.org 

会長 白木勝巳 ・ 幹事 中田学 ・ 会報委員長 今西理
ミチ

宏
ヒロ

 ・ 編集者 坂田兼則 

姉妹クラブ 

第 3690 地区 

南仁川ＲＣ 

    2007 年 9 月 21 日 第 1304 号 

四つのテスト 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 

 

2007～2008年度 国際ロータリーのテーマ 

ロータリーロータリーロータリーロータリーはははは分分分分かちあいのかちあいのかちあいのかちあいの心心心心・・・・ROTARY SHARESROTARY SHARESROTARY SHARESROTARY SHARES    
国際ロータリー会長 ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ J.ｳｨﾙｷﾝｿﾝ氏 (カナダ) 

 

本日の例会 

次回の例会 

前回例会の報告 

９月はロータリー 

「新世代のための月間」 

2007 年 9 月 21 日(金) 

第 1305 回例会（今年度第 11 回） 

卓 話 ｢イエスの世界で教えて頂いたもの｣ 

RI 第 2640 地区  

パストガバナー 大澤徳平様 

今週の歌 「それでこそロータリー」 

     「浜辺の歌」 

     「堺北 RC の歌」 

お客様の紹介 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

2007年9月29日(土) 

第1306回例会 

 「RI第2640地区第8組ＩＭ」 

  「Inter City Meeting」 

会場 リーガロイヤルホテル堺 

     4階ロイヤルホール 

      登録受付 12：20～ 

      開 会  13：00～ 

      ホスト  堺ロータリークラブ 

＜9月14日(金)の出席報告＞ 

会 員 数         37名 

出席会員         25名 

欠席会員         12名 

ビジター               0名 

ゲスト            0名 

8月3日(金)の出席率    80.65％ 
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「ガバナー公式訪問」 
平成19年9月14日(金) 

    RI 第 2640 地区 ガバナー平原祥彰 様 
１．ＲＩテーマ 

Rotary Shares・ロータリーは分かちあいの心 

 ポリオプラスは1985年から着手し1000万人のボランティア、20億人の子供と 

700万人の不具を防ぐ、200万人の命を助ける 

時間・技能・知識・お金・成果・人類愛・哲学・存在感・倫理の教訓・ロータリー 

からの贈り物・人生の道場・等々自ら進んで挑戦することにより成果が生まれる 

２．ＲＩ強調事項 

(1) 水保全１日6000人の子供が死去している 

(2) 識字 全世界での非識字者8億～11億人 

４分の３はアジアで、又、３分の２は婦人 

(3) 保健飢餓 食糧生産技術・道具・種等の支援 

(4) ロータリー家族 

(5) 青少年は未来 

次世代育成青少年支援は地球村の未来 

インターアクト ローターアクト ライラ 

(6) 会員数への挑戦 

純増１名 

2008年1月15日までにガバナーへ 

３．地区の運営方針 

(1) ロータリーを楽しもう 

・ テーマを深めよう 

・ クラブ活性化 長期及び短期の計画 研修 

・ 楽しいクラブ プログラム 卓話 

・ 身の丈に合った奉仕 

１クラブ１奉仕 

１ロータリアン１奉仕 

・ 財団、米山の支援 クラブの実績 

(2) 地区大会を成功させよう 

2008年4月12日(土)～13日(日) 

ゲスト 

・トヨタ自動車社長 

・RI会長代理 ビチャイ・ラタクル氏 

（2002-03年度 小島哲カバナー 年度のRI会長） 

・ノートルダム清心学園理事長   渡辺和子氏 

(3) 国際大会に参加しよう 

2008年6月15日(日)～18日(水) 

・ 関空からジャンボ機をチャーターし、ロスでスターに逢おう 

・ ロータリーの国際性 

・ ロータリーに対する目を開かせる 

・ 国際大会はあなたの人生を変える 

４．ＤＬＰについて 

  (1) 地区委員会 

(2) ガバナー補佐 

(3) IMの再編 

(4) グループ協議会 

 

卓 話 
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５．ＣＬＰについて 

  地区基本方針 

(1) 四大奉仕中心の委員会構成 

(2) クラブサイズ合致・簡素化 

(3) 効果的に活動できる委員会の見直し 

(4) クラブの独自性 

(5) 米山は委員会として組織 

(6) 地区協は会長・幹事・四大奉仕・財団・米山の8部門＋新世代 

  ＣＬＰについての私の考え 

(1) クラブ運営についてクラブ全員協議会で話し合ったことはありますか 

(2) CLPはクラブ向上の一手段です 

(3) しかし、是非とも採用する必要があるということではありません 

(4) これにならって委員会を減らす必要はありません 

(5) クラブ活性化のアイディアとしては一考の価値があると思います 

(6) よいところがあれば、そこだけ取り入れましょう 

(7) RIのお仕着せだ、なんてことは考えない 

(8) CLPに示されている5項目はクラブ活性化の決め手であることはRIが検証ずみ 

  です 

(9) クラブの現状と照らし合わせて見直しましょう 

(10)四大奉仕の機構はCLPと何の関係もありません 

(11)CLPの導入はクラブの裁量権内のことです 

(12)地区チーム（ガバナー、ガバナー補佐、地区委員会）は全面的に、そして強力 

にクラブを支援致します 

６．一業種一会員の原則 

2001 年度規定審議会議長 クリフ・ダフターマン氏は、本人はロータリーが好き

で憧れを持っていて、同業者も彼ならばクラブメンバーとして迎え入れたいと思

っている。しかし、一業種一会員の原則が有る。これを救済する手段であると語

っている。 

７．村上有司ガバナーノミニー(田辺ＲＣ)投稿の歌 

「新緑の日本を発ちて ５万キロ 水無きバリに水槽贈らん」 

(ロータリーの友9月号15頁・歌壇) 

（平原ガバナーのメモによる） 

 

 

 

白木勝巳 会長 

平原祥彰ガバナー、西平邦彦副代表幹事、本日はようこそお越し下さいました。 

本年４月８日(日)開催の地区協議会の席上、ガバナーは本年度の公式訪問について

基本的には各クラブ単位で行うと宣言され、正に実行されましたことに対し心より

御礼申し上げます。 

今週は既に７クラブを訪問され、これは体力もさることながら情熱（パッション）

なくして出来ることではありません。ガバナーは常 「々クラブの活性化」「１クラブ

１プロジェクト」「身の丈に合った奉仕活動」「ロータリーを楽しんで下さい」とよ

く言われており、私はじめ全会員が可能な限り取り組んでおります。今後も、公式

訪問が続きますが、くれぐれもお身体に気をつけられて、私達を御指導頂けますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

会長の時間 
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雑誌・広報委員会 

那須泰三 委員長 

「ロータリーの友」の購読は会員の義務とされておりますが、最近では会長の中

にも読まない方がおられるようです。商業道徳、モラルの低下が感じられる昨今で

すが、どうか会員の皆さん「ロータリーの友」を読んでいただく習慣を養いロータ

リーの心を勉強しましょう。 

そして職業倫理の向上を図り、新聞紙上の不祥事のような事を無くしましょう。 

 

   職業奉仕委員会  

綿谷伸一 委員長 

例会変更及び堺北西ＲＣ堺南西ＲＣ合同例会のご案内 

１．例会変更 

１０月１９日（金）の例会を「１０月１６日(火)・午後１２時３０分」 

に例会変更 

合同例会に変更 

２．堺北西ＲＣと堺南西ＲＣとの合同例会 

  職業奉仕月間にあたり、ＲＩ第２４６０地区 職業奉仕委員長 角谷浩二様を 

  スピーカーにお迎えし、ロータリーの原点である「職業奉仕」をロータリアン 

  の皆様と語り合う合同例会を開催致します。 

 

記 

日 時  平成19年10月16日（火）  

受 付  午後12時00分～ 

開 会  午後12時30分～ 

例会場所 カフェレストラン「もず野」 堺市堺区百舌鳥夕雲町２丁１６０番地 

       電話 ０７２－２４４－５０１３番                    

・ 仁徳御陵清掃奉仕の集合場所横のレストランです。 

・ 食事の準備がございますので、10月10日(水)までに出欠のご連絡を必ずお願い

致します。 

 

 ロータリー財団委員会  

田中朝彦 副委員長 

 

平成19年9月15日(土)午後1時より「和歌山ＪＡ」に於いて「財団委員長会議・  

国際親善奨学生帰国報告会」が開催された。当クラブからは、田中朝彦会員が財団

副委員長として、池田茂雄会員がカバナー補佐として出席した。平原祥彰ガバナー

挨拶のあと、中島治一郎パストガバナー・吉野惣太地区財団委員長はじめ各委員の

皆さんから、「ロータリー財団について」・「国際親善奨学金について」・「ＧＳＥにつ

いて」・「財団学友について」・「財団寄付金について」などのお話しがあった。 

 当日のスピーチの中から、財団プログラムについてご紹介します。ロータリー財

団プログラムには、次の３種類がある。 

(1) 教育的プログラム 

   国際親善奨学金など 

(2) 人道的補助金プログラム 

マッチング・グラント 

地区補助制度など 

(3) ポリオ・プラス・プログラム 

当初目指した「ロータリー誕生100周年・ポリオ撲滅」が到達を目前にしなが

ら100周年を迎えた 

ロータリー財団の奨学金制度は、民間レベルとしては世界最大規模の奨学金制度で

あり、他国の教育機関での勉学を通して、相異なる国民間の理解と友好関係の増進

に大きく寄与している旨などのお話しがあった。 

委員会報告 
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国際親善奨学生帰国報告会では、 

・岡部友美  様（河内長野ＲＣ）オーストラリア 

・池田真典  様（岩出ＲＣ）  フランス 

・井上菜々子様（堺中ＲＣ）  カナダ 

・古川里紗  様（堺泉北ＲＣ） アイルランド 

以上４名から、現地でのロータリアンの皆さんからとても親切にしていただいたこ

と、又、現地大学での勉強のことなど体験談が発表された。 

「今回は国際的な団体でありますロータリークラブのお世話により、私達が個人的

にはとてもなし得ない貴重な体験、そして勉学の機会を与えてくださいましたこと

を心から感謝いたします」とのお礼の言葉がありました。 

 当日、３時間半の会議を通して幅広い勉強をさせて頂きました。 

 

ゴルフ同好会 

塩谷圭一 世話人 

第６４回 北輪会（堺北西RC合同） 

ゴルフコンペの結果報告 

第６４回 北輪会（堺北西RC合同）ゴルフコンペを下記の通り開催しました。 

   日 時 ： 2007年9月15日（土） 

   場 所 ： 堺カントリークラブ 

   参加者 ： 30名 

当日の成績は次の通りです。 

優勝  澤井 久和 会員 

   ２位  田口   隆 会員（堺北西） 

   ３位  北側 和代   様 

   ＢＧ    綿谷 伸一 会員 

2006～07年度マンスリー戦も同時開催しました。 

   優勝  北側 和代 様 

堺北西ＲＣと堺南西ＲＣから８名の皆さんがゲストとして参加して頂き、賑やかな

会になりましたことをお礼申し上げます。 

 

 

 

 

(1) 本日の配布物 

・第８組IMのパンフレット 

・ロータリーの友 ９月号 

(2) 連絡事項 

元会員の亀田俊雄様が９月１２日ご逝去されました。謹んでお知らせ致します。 

 

 

 

堺北RC会員一同  平原ガバナー、西平副代表幹事 ようこそお越し下さいました。

会員一同、心よりご来訪を歓迎致します。 

池田茂雄会員  平原祥彰ガバナー、西平邦彦副代表幹事、ようこそお越し下さい

ました。ご指導の程、宜しくお願い致します。 

白木勝巳会員  昨日、次男が司法試験に合格しました。ガバナーのご来訪の席上

でこの様な報告が出来て最高です。 

北田和八会員  ご無沙汰致しました。宜しくお願い致します。 

河井要祐会員  平原ガバナーをお迎えして。光栄です。そして、上海、杭州の旅

行は、娘ともども楽しませて頂きました。企画、お世話になった

方々にお礼申し上げます。写真は来週の例会で！ 

 

             合計 ３９,０００円 

ＳＡＡ報告 

幹事報告 
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北輪会優勝 澤井久和会員 マンスリー優勝 北側和代 様 

第64回 北輪会ゴルフコンペ参加者 

平原ガバナー（中央） 

中田幹事・白木会長・西平副代表幹事・池田ガバナー補佐 

ロータリー財団寄付 

國井豊 会員 マルチプル第3回表彰 

RI第2640地区平原祥彰ガバナー 

平成19年9月14日(金) ガバナー公式訪問（於 例会場） 

平成19年9月15日(土) 第64回北輪会開催（於 堺CC） 
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財団国際親善奨学生 

岡部友美様・池田真典様 

井上菜々子様・古川里紗様 

平原祥彰ガバナー（中央） 

池田茂雄ガバナー補佐・岡敬三ガバナー補佐 

平成19年9月15日(土) 地区財団委員長会議（於 JA和歌山） 


