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先週の 報告

本日の プログラム

第 1593 回例会 （2004.11.14）

例会場：ビックアイ

南区域ふれあいまつり
※ 11 月 11 日（木）の例会変更
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手に手つないで
ＲＭＳ
みかんの花咲く丘
お客様の紹介
親睦委員会
誕生日・結婚記念日のお祝い
創業記念日のお祝い
会長の時間
安枝会長
幹事報告
岡田幹事
ＳＡＡ報告
高橋ＳＡＡ
出席報告
親睦委員会
卓話
山本会員

先々週の 報告
第 1592 回例会 （2004.11.4）
例会場：ビッグアイ
中島ガバナー公式訪問
●定例理事役員会議
●会長･幹事懇談会
国歌
君が代
ＲＳ
堺泉北ロータリークラブの歌
お客様の紹介
中村親睦委員長
RI 第 2640 地区ガバナー
中島治一郎様

次回の プログラム

RI 第 2640 地区ガバナー補佐
万代 恒美様
会長の時間
安枝会長
委員会報告
◎国際奉仕委員会
仲村委員長
◎社会奉仕委員会
平田副委員長
◎会報委員会
北西委員
幹事報告
岡田幹事
ＳＡＡ報告
高橋ＳＡＡ
出席報告
花谷親睦委員
卓話
中島治一郎ガバナー
●クラブアッセンブリ−
○ 今年度各委員会活動説明
○ 質疑応答

第 1595 回例会 （2004.11.25）
ＲＳ
ＲＭＳ
卓話

例会場：ビッグアイ
四つのテスト
雪の降る町
中安会員
出席報告(在籍者数27名)

例会日
11月14日
11月4日
10月28日
10月21日

出席
22
21
18

補填

出席免除

ふれあいまつり
0
3
1
3
0
6

四つのテスト 1. 真実かどうか

欠席

出席率

2
2
3

100.00%
91.67%
91.67%
85.71%

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

①

4. みんなのためになるかどうか

した。今日は各担当会員より報告をしていただき
ます。
先日、高野熊野世界遺産登録記念地区大会事前

お誕生日お祝い
鍜治

廣和会員

１１月６日

中條

久雄会員

１１月８日

アンケートのお願いを送らせていただきました。
事務局で取りまとめて 11 月 20 日までに返信しま
すのでご回答をよろしくお願い致します。私は11
月９日から 20 日までマンタ RC70 周年記念式典に
参加して参りますので事務局のほうへ返事をして
いただくようお願い致します。
また、堺南 RC より新春合同例会のご案内が届
きました。平成17年１月13日(木)11：00からリー
がロイヤルホテル堺４Ｆで行われます。多数ご出
席していただくようお願い致します。
会長幹事会おいてはクラブ運営についてお話を
いただきました。出席率の問題等また田辺はまゆ
う RC の会員増強のあり方、二人一組となって増
強していったこと等です。当クラブも増強委員長
と相談の上増強の方法を決めたいと思います。

結婚記念日お祝い
西本

稔

会員

１１月２日

中野

秀樹会員

１１月７日

黒田

一郎会員

１１月９日

高橋

幸也会員

１１月９日

青木

克行会員

１１月１６日

鶴之園兼隆会員

１１月２４日

創業記念日お祝い
黒田

一郎会員

藤原

義和会員

山本

能嗣会員

先々週の報告
第 1592 回例会（2004.11.4）
例会場：ビッグアイ
●お客様の紹介

RI 第 2640 地区ガバナー
RI 第 2640 地区ガバナー補佐

●会長の時間

ガバナーのお話では各委員会からの活発な意見
を出していただきました。意見に対しガバナーか
ら一つ一つの委員会に対しご指導とご意見を賜り
ました。そして午後９時と大変遅い時間までご協
力くださいましてありがとうございました。皆様
のおかげで無事ガバナー公式訪問を終えることが
出来ました。
次回 14 日(例会変更)と 18 日の例会よろしくお
願いいたします。
これで会長の時間を終わります。

中村親睦委員長

中島治一郎様
万代 恒美様

●委員会報告
◎国際奉仕委員会

安枝会長

各委員長
仲村委員長

「マンタ RC 創立 70 周年記念訪問について」
マンタ RC 創立 70 周年記念式典が 2004 年 11 月
10 日（現地時間）に挙行されます。当クラブより
安枝会長はじめ一行８名、11 月９日 12 時 25 分成
田発にて出発いたします。お祝いに、シチズン製
のワールドタイム世界地図に主要都市６個の時計
付、又第 4400 地区ガバナー、マンタ市長、訪問す
る施設など４個のデジタル時計、マンタRC会員の
皆様には、男性会員32 名にはタイピン、女性会員

皆様こんばんは。本日は中島ガバナーと万代ガ
バナー補佐をお迎えしてクラブ協議会を行いま
す。出来るだけ全員参加型の協議会を希望されて
おり特に新しく入られた会員の方には是非ご出席
していただきたいとの事です。また各委員長には
今年度自分がやりたいと思っている事を紙を読ま
ず語りかけていただきたいと望んでおられますの
でよろしくお願い致します。
また中島ガバナーのお話にありました
１ . ロータリーの過去 100 年を振り返って各ク
ラブも歴史を振り帰ってみてください。
２ . 会員の減少について
３ . ロータリーが地域社会において存在感のあ
るクラブにするにはどうすればよいか

３名にはブローチをお贈りいたします。お祝いの
品の調達に北西会員にお世話になりました。友好
提携11年目になり、その間の交流で来日された会員
８名で私共の歓迎の委員会をつくり、エクアドル滞在
中の接待をして下さるそうです。その日程の FAX が
届きました。週報に掲載していただきます。一同元
気でマンタ RC を訪問してまいります。

４ . クラブ例会とはどんな内容であるべきか。
以上のことについて先週勉強会をしていただきま

②

◎社会奉仕委員会
堺泉北ロータリークラブ

新潟中越地震災害義援金として募金箱をまわし
ますのでご協力お願い致します。又市民の方と一
緒に募金活動を行います。11 月 6 日（土）10：00

仲村成道様
前略

平田副委員長

堺泉北 R C の皆様の日程表が出来ましたの

で FAX させて頂きます。

〜に泉ヶ丘駅前で行いますのでよろしくお願い致
します。

長旅の 後で す の で あ ま り き つ い日程 はさけまし
た。マンタ RC 会員全員、皆様のお出でを心よりお
待ちいたしております。

◎会報委員会

WCS よりの補助金有難うございます。この資金で

各委員会報告は出来るだけメールで私か事務所
までお願いします。

第２の工事と考えておりました。工事も出来ます

北西委員

ので、公園の完成が実現できる事になります。誠

●幹事報告

に有難うございました。
堺泉北ロータリークラブの皆様に宜しくお伝え下

○ 他クラブの例会変更はありません。
☆ 堺泉北 RC の次週 11 月 11 日（木）の例会は

さい。
マンタロータリークラブ
70 周年記念委員長井上

11 月 14 日（日）南区域ふれあいまつりに変
更です。本日はクラブアッセンブリーを行い
ます。通常より終了時間が遅くなりますがよ
ろしくお願い致します。

順八

2004 年 10 月 15 日
草々

堺泉北ロータリークラブ

日程表

●ＳＡＡ報告

11 月９日
会員空港出迎え〜ヒルトンホテルに同宿。
11 月 10 日
ホテルにて朝食後ヒルトンホテルよりバスにて
マンタに出発。会員同行〜マンタ、オーロベル
デホテル着〜マンタヨットクラブにて昼食〜
堺泉北 RC 寄贈の児童公園視察〜ホテルに戻る
〜マンタ RC 創立 70 周年記念式典
11 月 11 日
マンタ市孤児院など視察〜堺泉北 R C 寄贈児

黒田会員

童公園開園式記念植樹〜サンホセ給食セン
ターハーワードジョンソンホテルにて昼食
ループ

高橋ＳＡＡ

万代恒美ガバナー補佐様
本日は宜しく。
安枝会長
中島ガバナー様 万代ガバナー補佐
様をお迎えして。
岡田幹事
中島ガバナー様 万代ガンバー補佐
様をお迎えまして 宜しくお願いし
ます。
生田会員
中島ガバナー様公式訪問を記念し
て。
鍛冶会員
誕生日と中島ガバナー様公式訪問を
記念して。

グアヤキル着〜ヒルトンホテル 宿泊〜マンタRC

〜パナマ 帽子の町

岡田幹事

中林会員
仲村会員

モンテクリスチイ観光グ

ホテルにて休息する〜グループに分

かれる〜お別れパーティー 参加の為ホテルを

中野会員

出発〜パーティー会場到着
11 月 12 日

中安会員
西本会員

ホテルにて朝食ホテル発〜マンタ空港着〜マ
ンタ空港発〜キトー空港着 〜キトー 市内観光
〜スイスホテル内日本料理店にて昼食（4400
地区ガバナー、マンタ RC 会員同席）〜ホテル

岡本会員

発〜空港着〜空港発

山本会員
高橋会員

中島ガバナー様 万代ガバナー補佐
様ご指導をお願いします。
中島ガバナー様をお迎えして。
中島ガバナー様の公式訪問を記念し
て。
中島ガバナー及び万代ガバナー補佐
様の公式訪問を祝して。
中島ガバナー様をお迎えして。
中島ガバナー様 万代ガバナー補佐
の公式訪問を祝して。
中島ガバナー様公式訪問を記念し
て。
中島ガバナー様の公式訪問を祝し
て。
中島ガバナー様 万代ガバナー補佐
様をお迎えして。

③

最初の２年間は別にして、その後のロータ
リーの 20 年間位が最も大切な『ロータリーの原
点』と言えると思います。今年は、ロータリーの

ガバナーアドレス
私は 1986 年〜 87
年度に一度ガバナー
を務めており、今回
２度目の登板です。
それから 18年、その
間日本のロータリー
で１番変わったのは

100 周年、この意義ある年に、過去を振り返り、
反省する所は大いに反省し、良い所はそれをそ
れをもっと助長し、自信の持てる形で、ロータ
リーの新しい世紀に足を踏み出したいと云うの
がグレン E・エステス RI 会長の願いです。
話しは変わりますが、新潟・福井の風水害への
義捐金は、皆様方にご支援をお願いし、少し遅れ
ましたが 10 月下旬に送らせて頂きました、あり
がとう御座いました。
災害支援の場合、急を要するので、地区として
何とかファンドを持ちたいと考えていました。
この度、たまたま５月大阪国際大会で収益が上
がり、貢献度の高かった地元の 2640 地区、2650
地区、2660 地区、及び 2680 地区へリファンドが
あり、2640 地区へは 1500 万円あまり返って参り

会員が減った事。ア
メ リ カ で も 会 員は
減っておりますが、
それよりも彼の地で
は、ロータリーのクラブとしての有りようが変
わってまいりました。今のアメリカでは、ロータ
リークラブもライオンズクラブも同じ奉仕団体
で、違いが分からなくなっています。
ロータリーは 100 年前にスタート、最初の２年
間位は自分達の利ばかりを図る単なる仲良しクラ
ブでありましたが、それではいけない、地域、そ
して他人様の幸せのために奉仕をしようと、奉仕
と言う概念が導入されたのであります。それ以後
ロータリアン達の間で議論が非常に活発で、如何
に立派な組織にするのかの議論がなされ、実行さ

ました。このお金を非常の時の積立金としたい
と、全クラブの会長様にお便りを出しました。今
度の新潟の地震には、このファンドの中から、会
員 1 人当たり 1000 円、地区会員 2800 人とし、少
し切り上げて計300万円を地区からとして送金し
ました。
話を戻します。グレン E・エステス RI会長が今
春の国際協議会で全ガバナー・エレクトに3つの
お願いをクラブ会長さんに伝えて欲しいと要望
されました、
１） 会員増強 ドイツのRCは入会基準を厳しく
した。そうすると、却って入会希望者が増え、反
対に退会者が少なくなった。会員は自分のクラ
ブに誇りを持つようになり、町の人たちは、ロー
タリアンを尊敬し始めた。日本のクラブは会員

れて行きました。アメリカ人の議論は前向きで、
建設的で、議論を高めて行って、１番良い結論を
出す。議論の無いところには発展が無いと考えて
いる訳です。
1908年頃より、そのように組織を高める議論を
行い、奉仕活動に力を入れ、1915 年には、職業倫
理の確立に務めました。1917年には、ロータリー
財団を設立し青少年の健全な育成を図って国際的
に通用する青少年を育てようと図りました。1920
年代には、ロータリーの哲学について議論し、
1923 年に『決議 23 − 34』と言うロータリーの哲
学を定めました。
ロータリー設立後 20 年から 25 年の間、ロータ
リーは非常な成長をみました。人造りに力を入
れ、立派なロータリーアンが育ちました。1929年

を減らしておりますが、寧ろ入会基準を厳しく
し、今の会員がクラブにもっと誇りを持つよう
にしたいものであります。
２）ロータリー財団への協力
これは決して寄
付を増やして欲しいと言うお願いでは無く、私
たちの財団が持っているプログラムの有用性を
認識して頂きたいと言うお願いなのです。私た
ちが国際奉仕活動に使う道具として素晴らしい
プログラムが沢山準備されている事を再認識し、
これを活かして使うには、財政的なご支援も必
要だと言う順でご認識いただきたい。
３） ポリオ撲滅 2000年までにポリオの発生を
ゼロにし、2005 年６月のシカゴでの国際大会で

から始まった大恐慌の中で活躍した人の中にも
ロータリーアンが多くおられました。又、この頃
のアメリカで、商工会議所を発展させた人々の中
に、多くロータリーアンが見られたと言われてい
ます。大恐慌の中で潰れた会社を立て直すのに、
四つのテストを実践する事によって甦生させた実
績もあります。

④

マンタＲＣ友好 5 周年記念式典
マンタＲＣより多数来訪、見学会
・ 1998 年４月 11,12 日地区大会での表彰

皆で地球上からポリオを一掃したと喜びを分かち
合いたいと言って来たが、残念ながら 2004 年に
なった今もゼロになっておりません、インド、パ

・

キスタンは随分減り二桁になり、もう直ぐにもゼ
ロを達成出来ると思うが、ナイジェリアが残って
います。現在ナイジェリアでのポリオ発生ゼロを
期して頑張っているのです。近い、近い将来ポリ
オ発生ゼロを維持することが可能と思います。そ
の時まで、心に強く、それを願って欲しいと思い
ます。

① ガバナー特別賞、国際奉仕活動
② ワールドスクールプロジェクト特別表彰
③ 週報優秀クラブ賞
④ 会員増強優秀賞（入会 5 名）
⑤ ＲＩ会長賞
⑥ ＲＩ広告賞
・ 家族会（神戸方面）
・ 趣味の会（京都、桂離宮）
1998~1999（平成 10~11）
クラブ奉仕Ａ委員会４
クラブ奉仕Ｂ委員会 10（広報・雑誌）
・ 泉ヶ丘ＲＣとの合同例会
共同事業、新世代会議、テーマ「青少年と地
域の絆」
栂文化会館、大ホール 500 人の入場者で大盛

クラブアッセンブリー
◎クラブ奉仕委員会
中安委員長
「クラブ奉仕活動 10 年を振り返って」
1994 〜 1995（平成６ ~ ７）
クラブ奉仕Ａ委員会４ クラブ奉仕Ｂ委員会 11
・ 阪神大震災
救援活動の模様を、ガバナー月信、ロータ
リー雑誌に写真入で投稿し、各委員会が年間
行事の一部変更、救援費用も捻出しました。

況
・ ビックバン前にモニュメント（少女像）寄贈
・ 永川ＲＣ 30 周年記念式典多数訪韓
・ 家族会（石山寺、水郷めぐり）
・ 趣味の会 天野酒造見学
1999 〜 2000（平成 11 〜 12）
クラブ奉仕Ａ委員会４ クラブ奉仕Ｂ委員会 10
・ 「よさこいソーラン祭り」
泉ヶ丘 RC と共同で各地で開催
自治会、小、中、幼、青少年と地域で盛上り
は最高、地域活性化に貢献
・ 南地区「よさこいソーラン祭り」に参加
・ 家族会（京都、都おどり）
2000 〜 2001（平成 12 〜 13）
クラブ奉仕 B なし 委員会 14

・ 家族会（海遊館）1 回
クリスマス会
・ 会報委員会では 1000 回記念号を発行
・ 理事会 12 回 持ち回り理事会 10 回
・ クラブレベルフォーラム４
アッセンブリー ６
1995 〜 1996（平成７ ~ ８）
クラブ奉仕Ａ委員会４ クラブ奉仕Ｂ委員会 11
・ マンタＲＣ締結、３周年公式訪問
・ 第 87 回国際ロータリー年次大会多数参加
・ 永川ＲＣ姉妹締結 10 周年記念式典
・ 家族会（白浜クルーザー）ＴＯＴＯ見学
・ 趣味の会、カラオケ大会
・ 女性会員入会（2 名）
1996~1997( 平成８ ~ ９ )
クラブ奉仕Ａ委員会４ クラブ奉仕Ｂ委員会 11

・ 30 周年記念事業委員会を設置
・ 泉ヶ丘駅前に国連障害者センターが建設
玄関前に 30 周年の記念事業として株立ちの
欅と記念石を贈呈「友愛の木＆心の石」彫刻
2001 年 3 月 18 日
・ 南地区「ふれあいの祭り」に参加
・ 家族会（道後温泉、関西ペイント見学）
・ OA 記録委員会では、パソコン教室を開講
2001 〜 2002（平成 13 〜 14）
クラブ奉仕委員会 11 に整理
本年度のクラブ奉仕委員会は 30 周年記念事業を
最優先
・ 家族会（琵琶湖方面）1回のみ、クリスマス会

・ ＩＭホストクラブ
・ テーマ「奉仕を通じて新世代の為に何をなす
べきか」
・ 創立 25 周年記念式典
３月 27 日
・ 全日空ゲートタワーホテル大阪
・ 創立 25 周年記念事業（泉ヶ丘駅前に設置）
モニュメントの贈呈（堺市長）
・ 家族会、趣味の会共同（奈良方面、宝塚観劇、
京都夜桜、永観堂寺、東寺）
1997~1998（平成９ ~10）
クラブ奉仕Ａ委員会４ クラブ奉仕Ｂ委員会 11
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・ 南地区「ふれあいの祭り」に参加
・ 出席については明るく、楽しく、創意工夫に
より出席したくなる例会の雰囲気作りのアイ

「石津川に鮎を」
今後は、４大奉仕部門 （１ . クラブ奉仕 ２
. 職業奉仕 ３ . 社会奉仕 ４ . 国際奉仕）をま

デアを出し合う。座席についてはSAAがテー
ブル指名
・ 最大の課題は増強だ！
2002~2003（平成 14~15）
・ クラブ奉仕委員会 1
・ 「堺泉北ＲＣ友愛基金」の設立
・ 家族会（大塚美術館、白浜）
・ 南地区「ふれあいの祭り」に参加
・ 泉ヶ丘駅前にて「献血キャンペーン」
・ 青少年交換学生
（ハング・チャンエン君
と生駒香織の交換学生）
・ 米山奨学生
（ヒラチャン・マヌさん）
・ 経費節減のため事務所賃借料の値下げに成功
・ 入会金の引き下げ （20 万円→ 10 万円）
・ 退会者
5名

とめて、増員、親睦、奉仕の理想を推進し、
地域にロータリーの存在感をアピールする
事。又、今年は 100 周年に当たり職場で、地
域社会で世界でロータリーを祝うこと。
ガバナーに対する質問
１．他クラブでの参考になる情報をお話し願
いたい。（特に会員増強について）
２．存在感を地域に認められる奉仕活動とは
何か？ 具体的な実例がないのか
３．明るく、楽しい例会とはどのような例会
か？
具体的な実例がないのか
◎ロータリー情報委員会
高橋前々年度会長
この委員会は、ロータリーの知識を深める為 ,
あらゆるレベルの情報を会員に提供することを任
務とされています。
「ロータリーの友」、
「ガバナー

2003 〜 2004（平成 15 〜 16）
・ クラブ奉仕委員会 7
・ 家族会（高野山龍泉院・京都 島津製作所、月
桂冠大倉記念館）
・ 職業活動表彰 （美樹の園ボランティア、堺
泉北警察署 2 名）
・ 南地区「ふれあいの祭り」に参加
・ 水環境フォーラム啓蒙活動の推進
テーマ
「石津川に鮎を」NPO，エコネットと共同
・ 泉ヶ丘駅前にて「献血キャンペーン」
・ 大阪にて「関西国際大会の開催される」 永
川 RC（姉妹）、マンタ RC（友好）歓迎会開催
・ ロータリーファミリー会のスタート
・ 奨学生の受入れ （シンジー・リセスさん）
・ 退会者
7名

月信」、又重大な情報をお知らせして、ロータリー
を正しく理解、認識していただくよう努力してい
きたいと思っています。３年毎に１度ある RI 規
定審議会が、2004年６月 13日から 18日まで、米
国シカゴで行なわれました。当地区（2640）から
も,クラブの合併を承認する件、会長ノミニー-選
考に関する規約を改正する件などが制定案として
出されました。
規定審議会はロータリーの議会であり、正式な
立法部門であります。そこでは世界529地区から
の代表議員がシカゴに集まり、世界中のクラブや
地区、並びに国際ロータリー理事会から提出され
た案件を１週間かけて審議されます。規定審議会
は、世界各地で開催されてきましたが、2001 年
のシカゴの審議会で、今後審議会は常時、シカゴ

2004 〜 2005（平成 16 〜 17）
今年は地域の人々と対話を進め楽しい活力
あるクラブ・ライフが過ごせるよう努力したい
と思います。
１． 広報活動を地域社会に、上手に積極的に
推進すること。
２．会員増強に専念すること。
（女性会員を増
員する。）
３．「ロータリー綱領」を知る努力、知って貰
う努力をすること。
４．ロータリーファミリー会が毎月行なわれ
ること。
５．水環境フォーラム啓蒙活動の推進

で開催されることが、圧倒的過半数で決議されま
した。そしてこのとき初めて賛成・反対の議決が
電子投票によりなされました。
2001 年の審議会では、クラブの会員の身分を
正会員と名誉会員の２種類に簡素化することが決
まりました。
平成16年９月16日の例会で、ロータリー情報・
規定委員長会議に代理出席された中林会員より当
地区（2640）から提案された３件「クラブの合併
を承認する件」
・
「ロータリー世界平和奨学金の為
にもっと開発途上国から奨学生の選出を考慮する
ことを RI 理事会に要請する件」・
「会長ノミニー
の選出の規制を改正する件」は、全件承認採択さ
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れたという報告を聞いております。
そのほか、
「親睦活動を例会出席とみなす」
・
「ク
ラブに最低 10 人分の人頭分担金を支払うよう要

祉協議会の役員さんが何名かおられます。その会
員のお力を借りて、地域で活動されている人々の
中から、新しいロータリアンを発掘できないかと

請する件」などが採択されたという報告を受けま
した。
◎会員増強委員会
黒田委員長
公式訪問ありがとうございます。中島ガバナー
の公式訪問は今回で二回目です。前回は今から
18 年前、1986 年です。忘れもしない堺泉ヶ丘ク
ラブ設立のお手伝いを私共クラブがした年です。
当時クラブの会員数は 61 名、会員の平均年齢 54
才、みんな元気でした。今年 2004 年 7 月立ち上
がりの時の会員数は 24 名、1986 年の半分以下、
たった 39% です。なんとその時、堺泉北の会員
数は堺泉ヶ丘クラブ (25名 )より 1名少なかった。
更に驚くことは、クラブ会員の平均年令は 10 才
も年をとって 64 才になっていました。
第一回目の中島ガバナー年度当時、私共のクラブ

努力しています。
クラブにどっしり腰をすえてしまうと、見えない
部分があります。また、わかっていても言い出し
にくい、是正できない部分があります。中島ガバ
ナーから大胆に御指摘、御指導賜りたいと存じま
す。
◎会員選考・職業分類委員会
生田委員長
・ 職業分類委員会
おおらかに拡大解釈できます。職業分類に
よる入会の制約は殆どありません。
・ 会員選考委員会
会員増強、入会候補者がきまらなければ活
動できません。先ず会員増強です。会員一人
一人全員が声かけ運動に努力します。
◎親睦・出席（唱歌）委員会
中村俊二委員長

の理事役員でいま在籍されている会員は鍛冶会員
一名だけです。ベテラン会員が次々退会された、
かといって新しい血が入らない、2001 年 11 月 1
名入会以来、新しい会員の入会はありません。古
い会員は退会される、新しい会員の入会はない、
緊急事態です。ここまでクラブの力が衰退した原
因は何か、不況という外的要因だけでない、本当
の原因はロータリー、いや堺泉北ロータリークラ
ブの内側にあるかも知れないと思い、これはなん
とかせないかんといって、ファミリー委員会が中
心となって頑張って頂き、もと私共のメンバー
だったベテラン 3 名が復帰して頂きました。クラ
ブに元気を取り戻し、ようやく 27 名になりまし
た。
中島ガバナーは、先ず地域で存在感のあるクラブ

会員の親睦を深めると共に家族会、クリスマス
会等の場を通じ、会員、御家族、ファミリーの相
互の親睦がより一層深まる様、活動したいと思い
ます。又他のクラブとの交流も出来れば検討して
みたいと思います。
◎ファミリー委員会
北田委員長
昨年度より発足しました、当委員会は社会奉仕
委員会に便乗し、ＩＭでの発表 ３回の家族例会
等々、奥様の協力で、意義深い活動が出来ました。
次何度も多数の家族の方々の参加と、地域の皆
様方の参加も呼びかけアイデア溢れる思考を凝ら
したロータリーの存在を地域にアピール出来る奉
仕活動に精進致します。
家族例会の充実・４奉仕委員会に便乗し、家族・
地域の方の参加・アピール

になることで、初めてクラブが活性化できる、会
員増強もできる、とおっしゃっています。自分の
口から申し上げるのはおこがましいのですが、堺
泉北クラブは、地域の水環境問題に積極的に取り
組んでいます。頑張っています。このことは社会
奉仕委員会から説明があると思いますが、今年6
月6日環境の日に因んで石津川の水質検査を行い
ました。なんと当日の参加者は、私共のクラブ会
員13名に対し、地域のボランティア、NPO法人、
大学教授、学生などが30名参加して頂きました。
又、堺よさこいソーランふれあい祭りなどを通
じ、地元自治会とのつながりも深めてまいりまし
た。また、クラブ会員には、地域自治会、社会福

◎プログラム委員会
西本委員長
特別月間に関連する委員会にスピーチをお願い
する。
会員の職業、趣味その他その時々の話題性のあ
る卓話をしていただく。
ファミリー委員会と協力してロータリーファミ
リーの皆様に出席していただき楽しい例会にした
い。
◎会報・OA・広報雑誌・記録委員会
藤原委員長
週報はすでにOA化が進み会員の方々にメール
にて事務所より配信しています。
会員にあってはこれをパソコンに蓄積すること
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により例会の流れや各種行事等の把握がしやすく
なったものと思います。また、会員自身がパソコ
ンを使った原稿等のやり取りなどによってパソコ

れゆえに外国での栽培であり、また種のスパイ的
なこともあるために アメリカ、イタリアなど
ヨーロッパから種苗を輸入しています。

ンのスキルアップに繋がっているものと思いま
す。これによる経費の節減も図られています。
今後はこのようなパソコンを使ったメディアへ
の広報も必要であると思います。
◎ＳＡＡ
高橋ＳＡＡ
秩序を維持し、品位ある例会にすること。
例会を有意義で,楽しいものにする為、親睦、プ
ログラム等の各委員会と連携を取りながら、和や
かな雰囲気の中で例会を進めていきたい。
ニコニコ箱の目標 １７０万円
以上の目標を立てましたが、皆様のご協力で、そ
こそこうまくいっているように思います。
品位ある例会とは、暖かい「思いやりのある心」
に裏打ちされた合理性を基礎とするものと考えて
おります。品位ある例会は、「知識」と「一般常

日本本来の野菜の種が輸入とは関係者ぐらいし
か知らないのではないでしょうか。
幸い我がロータリーではその道の専門家であり
ます、黒田会員がおられます。
黒田会員は要請を受け高知県やら色々な場所で
講演をされておられます。
「食問題は」誰でも、とりわけ女性には非常に
興味のあるところです。
この機会に講演の実施方法を考えて、誤解され
がちな一部の人のロータリーではなく、また奉仕
活動だけでなく中身のある勉強の機会があるロー
タリーをご理解いただけるのではないかと考え行
動を起こしたいと思っております。以上です。
◎社会奉仕委員会
平田副委員長
私たちの町を流れる石津川の水環境問題にこの

識」と「品性」の三者を併せ持つ会員によっての
み初めてなし得るものと思います。例会の時間も
概ね守られているように思います。卓話中の私語
も減っているように思います。
良識を持った会員の例会は、今後も会員自身を
守っていく為にも、絶対に必要な事項でもあると
考えております。
ニコニコ箱の募金は、現段階では少し目標に足
りないのではないかと存じます。よろしくご協力
の程お願い申し上げます。
◎職業奉仕委員会
平田委員長
本年度の事業計画に記載のとおりの事業を行っ
てまいりたいと思っています。
① 堺市内の企業の視察
② 優良従業員の表彰（ロータリアン企業対象）

1 年取り組んで来ました。
NPO 法人の方々と連携を取りながら「石津川
に鮎を」をテーマとし活動をしています。
今年 6 月 6日｢環境の日｣に因み全国一斉の水質
調査を石津川13ヶ所において測定を行いました。
この南区域で水質の改善が出来るよう広報に力を
入れたいと思います。
また、11 月14 日には「南区域ふれあいまつり」
に参加し従来からの活動と併せて堺泉ヶ丘ロータ
リークラブと合同で献血運動を行います。
◎新世代委員会
中村俊二委員長
新世代の健全育成の活動を進める。
また、地域の催し等の活動に奉仕協力、参加し
て行きたいと思います。
◎高齢者委員会
鍜治委員長

③ 他府県の企業視察
④ 企業のあり方についての卓話
以上が今までの事例でありますが、今期は企業の
有り方についての卓話で選考委員会でも話題に
なっているロータリーの存在をより多くの人に
知ってもらい、入会してもらうことと共同作業的
なことを実施したいと思います。
例えば泉北ニュータウンに住まいする人を対象
に「食」についての話をしてはどうかと思います。
現在、わが国は食糧自給率が 40％で、このまま
で推移すると近い将来に自国だけで食糧危機が訪
れるのではないかと思います。種苗一つをとって
も広大な面積で取るためにわが国では不可能。そ

平成 16 年8 月 26日の卓話で高齢者委員会から
のインフォメイションとして、高齢者の医療、介
護などについて話をしました。日本は世界一の長
寿国ですが、寝たきり老人の数も世界一です。健
康寿命を延ばし、老化を遅らせ、要介護人になら
ないよう、若い頃より生活習慣を見直し健康の自
己管理をしなければなりません。
◎国際奉仕委員会
仲村成道委員長
国際奉仕活動は、姉妹クラブ韓国永川RCと、友
好クラブエクアドル共和国マンタRCとの交流と
友好を中心に進めています。前年度 RI 大阪世界
大会へ、永川RC19 名、マンタ RC８名参加され、
当クラブへも訪問、大阪滞在中交流と友好を深め
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ました。姉妹クラブ永川 RC の交流計画は今年度
はありません。友好クラブ、RI 第 4400 地区エク
アドル共和国、マンタ RC より 2004 年 11 月 10

ブ。両クラブとの相互理解を深め、友好と親善、
国際奉仕活動により世界平和に寄与いたします。
＜永川ロータリークラブ＞

日創立70周年記念式典を挙行されご招待を受け、
当クラブより安枝会長はじめ一行８名で、式典に
列席いたします。11月９日出発、エクアドル、ア
ルゼンチン、ブラジル等南米を観光、11 月 20 日
帰国します。マンタ RC 創立 70 周年記念事業と
して先年よりマンタ市内に７ケ所の児童公園を計
画、既に５ケ所完成、現在２ケ所建設中です。児
童公園は、マンタ市提供、建設工事はマンタ RC
会員を中心に地域住民の協力と奉仕、建設資金は
当堺泉北 RC が贈呈します。管理はマンタ RC 指
導で地域住民が行います。発展途上国のエクアド
ルでは行政の力では公園をつくることができない
ので、地域の子供達や老人の憩いの場として、大
変喜ばれています。今年度は、第2640 地区WCS
ファンド助成金 116.000 円（1.064 ドル）をいた

懸案になっている第２回懇親ゴルフコンペの行
事が未定です。
＜マンタロータリークラブ＞
創立 70 周年記念式典に安枝会長、夫人、仲村
国際奉仕委員長他会員４名、ゲスト１名の８名で
参列致します。
◎青少年交換委員会
仲村成道副委員長
友好クラブ RI 第 4400 地区エクアドル共和国、
マンタRCよりたっての要望と依頼で当クラブよ
り地区へお願いして、府立泉北高等学校国際教養
科１年生として、エクアドルより交換学生ナバ
レッテ・ロール・シンジーリセスさんを迎え、８
月 10 日に来日、１年間お世話しています。高校
生活、ホームステイなど異国文化の体験を通し
て、国際理解と交流、親善に努力されています。

だき、70周年記念式典で、安枝会長より贈呈いた
します。一層充実した児童公園ができると思いま
す。マンタRCとの友好提携も11年目を迎えます。
当クラブとの交流と援助でクラブが活性化され、
第 4400地区では屈指のクラブと高く評価されて
いるそうです。ロータリー財団、米山奨学会、友
好クラブ、青少年交換各委員長さんより発表がご
ざいます。
◎ロータリー財団委員会
山本委員長
2005年のポリオ撲滅も目前になってきました。
より一層のご協力をお願い致します。
ロータリー財団が行っているポリオプラス、国
際親善奨学生、GSE 等の人道的、教育的、文化交
流プログラムを会員の皆様によく理解して戴き、
さらなる奉仕活動へのご協力をお願い致します。

日本での生活にも少し慣れたようで、先々週 10
月 21 日のファミリー例会に、ホームステイの家
族の方々と共に出席され、少し日本語で挨拶して
元気な姿を見せてくれました。意義深い１年間を
元気で頑張って欲しいと願っています。
◎友愛基金委員会
安枝副委員長
当クラブ創立 30 周年記念事業の一つとして、
2001 〜 2002 年中西会長年度に設立されました。
当クラブ・テリトリー内の地域での、社会奉仕
に寄与する事を目標として、思いがけなく不幸な
環境や状態に置かれている方に、微力ながらも、
基金を運用することにより、精神的に、経済的に、
少しでも役立てることを目的にしています。
現在、友愛基金資金は、約 110 万前後です。も
う少し資金が必要とは思いますが、友愛基金を受

◎米山記念奨学会委員会
中野委員長
ＲＩ第 2640地区米山記念奨学会委員会として
は７月に地区内山地文化の体験ツアーとして竜神
村・高野山ツアーを、９月には日本文化に触れる
ツアーとして岸和田祭見学を計画されています。
10 月には米山月間として米山記念奨学会の理
解促進と奨学生による卓話を奨励されています。
当クラブとしては出来るだけこれら計画に参加協
力していきたいと思います。皆様の御助言や力添
えをよろしくお願いいたします。
◎友好クラブ委員会
北田委員長
姉妹クラブ韓国永川ロータリークラブ、友好ク
ラブ南米エクアドル共和国マンタロータリークラ

けようとする方は、申請書その他必要とする書類
を添付して、当委員会に申請して頂きたいと思い
ます。各会員様の御協力を是非お願い致します。
◎１０１委員会
安枝会長
101 委員会としましては、大平委員長より引継
ぎをうけまして活動して参りたいと思います。
又、101 委員会に対して依頼が出た場合は、すみ
やかに、理事役員の皆様と協議の上、ガバナー事
務所に報告して参りますので、皆様のご協力宜し
くお願い致します。

委員会報告終了後、各委員会に対してガバ
ナーよりご助言・ご教示頂きました。
長時間どうもありがとうございました。
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晴天にめぐまれ、
秋の風を感じながら奉仕活動を行いました。
.......... ＲＳ（11 月 18 日）........

................ ＲＭＳ ...............

手に手つないで
作詞・作曲
１

みかんの花咲く丘
矢野

手に手つないで

つくる友の輪

輪に輪つないで

つくる友垣

手に手
ひろがれ

一郎

昭和 21 年ＮＨＫ「空の劇場」で発表
作詞 加藤省吾 作曲 海沼 実
１、みかんの花が 咲いている
思い出の道 丘の道
はるかに見える 青い海
お船が遠く かすんでる

輪に輪
まわれ

おおロータリアン

一つ心に
おおロータリアン
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