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本日の例会 （第 652 回例会） 

◆会長の時間◆出席報告 

◆幹事報告◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

2011 年 2 月 10 日(木) 

    クラブフォーラム 
 

次回の例会予告（第 653 回例会） 

2011 年 2 月 17 日(木) 

例会場変更 

クラブフォーラム 

次々回の例会予告（第 654 回例会）

2011 年 2 月 24 日(木) 

    クラブフォーラム 

 

会 員 総 数 33 名 
本 日 の 出 席 21 名 
(内出席率計算会員) 21 名 
本 日 の 出 席 率 72.41％ 
修正出席率 (1/13) 97％ 

２月度 各種お祝い 
会員誕生日  宅 一朗会員  細川 浩二会員  

家族誕生日  向井 卓様  岡本 福恵様  

中井 香織様  

創業記念日  向井 利之会員 有住 和浩会員 
 



 

 

例会の記録 (第 649 回例会)             ･･････ ２月 ３日･･････ 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」「地域を育み、大陸をつなぐ」   

 国歌斉唱「君が代」 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

ロータリーの綱領 

会長の時間   片木 修 会長 

 

幹 事 報 告  京谷 知明 幹事

 

 

 

 

 

 

 ２０１１年 RI 国際協議会で、２０１１－２０１２

年度の RI テーマがカルヤン・バネルジーRI 会長エレ

クトから発表があったことは、既に週報でお知らせし

ました。 それは 

「Reach within to Embrance Hnmanity」 

「心の中を見つめよう、博愛を広げるために」 

です。 

 私たちの心の内にひそむ愛と献身の灯を家族と同

様に、広く世界の人々にまで照らしてほしいというメ

ッセージと受けとりました。 

 また、カルヤン・バネルジーRI 会長エレクトは「家

族」が奉仕の原点になることを強調されました。よき

家族が、よき隣人となり、よき社会をつくることを強

調されました。 

そして、それが世界に博愛の輪を広げることにつな

がることを示唆しておられます。 

私も、昨年７月の会長就任時に、活力の源は家庭に

ある旨申し上げました。１番は家庭、２番は仕事、３

番にロータリー活動と申し上げました。ロータリー活

動の原点となる考え方を心の拠りどころとして、しっ

かりと胸に刻み家族と接し、隣人と接し、社会と接す

ることが大事であると考えています。 

ロータリー哲学を原点とする良識を、ロータリー活

動においては勿論のこと、家庭においても、社会生活

においても生かして行動しなければなりません。 

今月は、世界理解月間です。今月の２４日から２６

４０地区世界奉仕委員会主催でフィリピンのセブ島

へ WCS 海外視察旅行が実施され、米田ガバナー、中野

委員長も参加されます。「百聞は一見に如かず」です。 

時間的に余裕のある方は是非とも参加をお願いし

ます。 

 

 
 

 

 

下半期会費諸経費お振込み済み会員に領収証発行 

2640 地区 RLI パートⅡご案内 
2640地区 RLI パートⅡ １月２３日開催のRLIパート 
は参加者９７名でした。パート２受講者はプログラムとア 
ンケート評価表を、当日ご持参ください。 
また、本日配布のアンケート評価表は事務局からガバナー事

務所に提出いたしますので、次週例会までに記入し、事務局

に渡してください。 

・例会変更 

堺北西南西 2 月 8日→2月 10 日場所 咲蔵 
堺北 平成 23年 2 月 11日（金）→祝日休会 

  2 月 18日（金）→「もず野」例会場変更 

堺西 平成 23年 3 月 10日（木）→13：30～日本銀行 

大阪支店見学、平成 23年 4 月 7 日（木）の例会→12：

30～浜寺公園駅前清掃活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IM8 組ガバナー補佐 

猿田 慎男 様(堺北西南西 RC) 

本日は、4 月 3 日のＩＭ8 組の合同清掃活動について

の概要説明の機会を頂き有難うございました。前回の

合同清掃活動は各古墳をクラブごとに割り当てて行

いましたが、次回は他の古墳も認識していただく為に、

春の季節に合わせてウォーキングと花見を組み合わ

せた企画に致しました。「中百舌鳥古墳群を世界遺産

に」のキャッチフレーズで行ったのですが、正式には

『中百舌鳥、古市古墳群』が世界遺産の暫定リストに

なっておりますので、古市古墳群を抱えるＩＭ5 組と

同時に行う事の方がより効果が得られると思い、ＩＭ

5組に打診したところ、色好い返事を頂いております。

本年度のＲＩテーマ「地域を育み」をロータリアンと

して再認識する良い機会ではないでしょうか。約 1500

年前から大切に守られてきた古墳群を我々も引継、千

年、二千年と守り続けなくてはならないでしょう。 

この様に歴史のある地域に住んでいる事を、我々は誇

りに思い暮していきたいものです。米田ガバナーのご

提案で当日、午後より花見会の計画も組み込まれてお

りますので、宜しく御協力の程お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

卓 話    中野 一郎 会員 

 

第 2640 地区世界社会奉仕委員長 

 

 

 

 

 

当月は世界理解月間ということで、この月間は世界理

解、平和親善に関するプログラムをクラブにて実施す

ることを、推奨されております。 

当クラブにおいては、幸いな事に各会員さんの国際問

題に対する理解が非常に高く積極的な活動を展開さ

れております。 

私は当クラブに移籍させて頂きまだ2年という新入会

員ですが、堺フェニックス RC の創立 10 周年の時の記

念誌を拝読致しましたところ、その理由が解明出来た

訳です。 

記念誌に掲載されている、歴代会長のお話は特に国際

問題に対する想いが綴られており又、当クラブより、

青少年交換、米山、世界社会奉仕などの国際的分野の

2640 地区委員長、委員を輩出しているところにあるの

では・・と推測する訳です。 

ロータリーにおける親睦は奉仕活動に参加すること

により培われると考えられ、そういう意味では、現在

の当クラブ会員同士の緊密な友情の源泉は国際奉仕

活動の積極的参加ではないかとも考えられます。 

現在 2640 地区内各クラブでは、世界中の様々な困難

にたいして WCS 活動を展開しております。私が興味を

抱いたプロジェクトの 1 つに和歌山東 RC の WCS 活動

があります。この事業は和歌山出身のメアス博子さん

という方がカンボジアで約 25～30 名の孤児を預るス

ナーダイクマエ孤児院に対する識字教育及び教材、施

設補修の支援です。ここ数年継続事業として支援され

ている訳ですが、孤児たちは施設で日本語、英語など

の教育を受け観光ガイドなどの職を身につけて施設

の運営費用の一部を賄っているとの事です。 

和歌山東 RC では、有志数名が施設の現状を検証する

ため昨年カンボジアへと赴き視察した結果、あと 5年

あれば施設の運営は軌道に乗り自活出来るのでは無

いかと判断し継続支援を決定しております。 



 

 

効果的なWCS活動とはただ単にお金を送るという事で

はなくこのように実際に現地へと赴き、視察、検証す

る事と恩恵を受ける人々の事業参加を促し自活自助

させる事だと思います。 

自立支援するためには、時には継続事業も必要だとい

うことです。 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告 

 

猿田ガバナー補佐様、ご苦労様です。よろ

しくご指導の程、お願いします。  片木 修会長 

今日は節分ですね。我がクラブに福が沢山

来ますように！中井さん、本日は卓話有難う御座いま

した。猿田ガバナー補佐様、これからも宜しくお願い

します。またクラブにお越し下さいね。 

京谷 知明幹事 

猿田ガバナー補佐様、今日はありがとうござ

います。中野会員様、今日の卓話ご苦労様です。今年

の WCS 視察旅行に行けなくてすみませんねぇ。 

犬伏 幸代会員 

 

中野会員、本日の卓話楽しみにしておりま

す。宜しくお願いいたします。    

小野 晃範会員 

 

 

厳しい寒波も少しゆるみ、又寒くなりますが、

風邪等ひかない様頑張りたいと思います。 

片岡 富美子会員 

 

事務所開きの際には多くの皆様からお花を頂

戴致し、誠に有難うございました。頂いた胡蝶蘭より

も見事な端を月に咲かせます!   小林 雄志会員 

中野様、本日は卓話ありがとうございます。

よろしくお願い致します。猿田ガバナー補佐様、本日

はようこそ堺フェニックス RC にお越しいただきまし

て有難うございます。     辻野 美智子会員 

本日、卓話です。よろしくお願いします。 

中野 一郎会員 

2 回続けてのメイクアップ。本日は皆様お久

しぶりです。          田中 範子会員 

お花ありがとうございます。堺でインフル

エンザが流行しています。睡眠をしっかりとって体力

を蓄え日々の健康管理に注意して下さい。買い物に行

く時にはマスクをつけて！中井 昭宏会員 

片木会長、次年度のＲＩテーマを言ってくだ

さってありがとうございます。『心の中を見つめよう、

博愛を広げるために』心を一つに頑張りましょう！！ 

              吉川 美幸会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６４０地区ホームページ 
世界社会奉仕（WCS）より、当クラブの

活動結果報告がご覧いただけます。 
http://www.rid2640g.org/wcs/ 

識字率向上運動にご協力お願いします。 

例会場に募金箱を設置しております。 



 

 

国際ロータリー第 2640 地区の現況に付いて 

                               

ガバナー 米田眞理子 

 

 

               

先日は「林氏を次年度ガバナーに就任することに反対」のクラブ決議を全会一致で頂きまして感

謝しております。いろんな誤情報が伝達形式で、受け取り方も違う中で情報錯綜がありますが、信

念を持って頑張って下さることに感謝しております。  

① 林氏のガバナーエレクトは認められない事 

 地区レベルで提出した不正な確定宣言が先行しているだけなのです。 

この確定宣言は無効を訴えています。一旦間違って通過したものを、ごり押ししようとしています。

結果、林氏は偽証ＥＳＴＡにより国際協議会にいけないということになっています。 

① 決して米田が、二期連続してＤＧをしたいために、このような行動をとっているのではない事、

万が一あるとしたらＲＩ規定上で仕方ないことであること。そのように成らないように、頑張って

いるところです。 

① 2640 地区の、ロータリークラブとロータリアンの尊厳を守り、その維持発展のために立ちあが

っている事 

① 繰越金の透明性を確立し、地区委員会の活動の徹底と、その活動報告の周知度を高める事 

① 2640 地区の若い世代のロータリアンの育成のために、今までの 2640 地区の運営に改革の必要

性を痛感している事              

以上をご理解頂き、お互いに正しい情報を交換し合って 2640 地区のために頑張りましょう。今後

ともお力をお貸し下さい。 

堺ＲＣの大澤パストガバナー様が今回の経緯に付いて、週報に連続記事を掲載されておられて大変

分かりやすかったです。ご参考になれば。 


