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本日の例会 （第 660 回例会） 

2011 年４月７日(木) 

◆各種お祝い◆出席報告◆会長の時間 

◆幹事報告◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

東日本大震災支援物資搬送報告  

三村文男会員 田辺弘樹会員 

次回の例会予告（第 661 回例会） 

2011 年４月１４日(木) 

卓話「雑誌月間に因んで」 

第 2640 地区 雑誌広報委員長 

河合 真吾様 

次々回の例会予告（第 662 回例会）

2011 年４月２１日(木) 

内部卓話  

会 員 総 数 ３３名 
本日(3 月 24 日)の出席 １８名 
(内出席率計算会員) １８名 
本 日 の 出 席 率 ５９％ 

修正出席率 (3/3) ９３.１％ 

本日の出席報告 
 

参加者 

米田ガバナー・片木会長・京谷幹事・

松本社会奉仕委員長・小野会員・石

田会員ご夫妻・上田会員・三村会員・

辻野会員・片岡富美子会員・田中範

子会員・向井会員・河野会員 

ウォーキングスタンプラリー 
am 9:30～pm 12:00 

 



 

 

例会の記録 (第６５８回例会)             ･･････ ３月 ２４日･･････ 
 

[唱和] 

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

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 四つのテスト 

  

 

 

 

 

 

 

会長の時間     片木 修会長  

 林寛吉氏の次年度ガバナー就任の当否については、ロータリークラブの会員間の問題

としていろいろと意見を述べてまいりましたが、これが地方新聞の記事として取り上げら

れて以降、インターネットのブログ欄でも取り上げられて、この問題が一挙に世間一般の

知るところとなったことはロータリークラブの会員として本当に恥ずかしい限りです。 

そして、この問題をこのような形で、世間一般の目にさらすようなことは避けるべきで

あったし、して欲しくない行為です。 

良識のある会員で構成されている組織ならば、自らの自浄作用で解決できる問題であると信じていましたが、

残念でなりません。 

しかし、それにも増して驚くべきは、このように実態が明らかになっても、なお、強引に林寛吉氏を次年度

のガバナーにしょうとする動きのあることです。 

さて、東北東日本大震災にかかる救援物資については、地区からは、第一陣として米田ガバナーが先頭に立っ

て京谷幹事ほか４名とともに福島県の会津若松まで搬送して、この２０日に引渡しが行なわれました。第２陣と

して、猿田ガバナー補佐が救援物資を積んで出発しておられます。 

義援金の拠出については、本日の臨時理事会でご承認をいただきました。更に、本日のクラブフォーラムで広

く会員の皆様方のご意見を伺うとともに救援物資の拠出についても協議していただきたいと存じます。 

4 月度各種お祝い 

会員誕生日 向井 利之会員・辻野美智子会員 

         田中 真琴会員・酒井 誠会員 

         中井 昭宏会員 

家族誕生日 小林農利子様・米田俊久様 

         三村賀世子様 

会員記念日 河野 強会員 

創業記念日 京谷 知明会員・松本美和子会員 

         片岡富美子会員・田辺 弘樹会員 

         小林 雄志会員 

おめでとうございます♪ 

 言行はこれにてらしてから  

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  



 

 

幹事報告    京谷 知明幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２０1１年４月のロータリーレートは,  

１ドル＝８０円です 

○ＰＥＴＳ４月９日土曜日午前１１時から午後５時

まで (登録受付１０時３０分から）フェニックス皆

様には行事の際にはいつも助けていただきまして本

当にありがとうございます。今回も会場の準備と片付

けのお手伝いと会議の出席をお願いします。地区行事

お残り幾つかとなりましたので、一丸となってご協力

してください。 

○仮クラブ宣言 3 月 23 日：今年度２つ目の新クラブが

第２６４０地区内に誕生いたします。 

泉州 kumatori ロータリークラブ(仮） 

スポンサークラブ  堺フラワーロータリークラブ 

発足時会員数    ２６名 

例会日       毎金曜日 午後８時～９時 

例会場 ベストウェスタンホテル関西エアポート 

（旧 関空日根野ステーションホテル） 

メイキャップ代   １，０００円 

○３月 27 日に予定しておりました新世代交流会ですが、

先般発生しました東北地方太平洋沖地震により中止と

なりました。 

○東日本巨大地震義援金締め切りは３月２４日（金）4

月 15 日です 

第一便 支援物資運搬報告 

この度、有史以来の

最大の惨事となり

心よりお見舞い申

し上げます。日本赤

十字社福島県支部 

太田久雄事務局長

と国際ロータリー

第 2530 地区大橋

廣治ガバナーとの間で緊急物資支援活動を行うことと

なりました。大地震により東京電力原子力発電所の事故

が発生し、10～20 キロ圏外へ県民 13 万人（3/14 現在）

が緊急避難。それにより避難所の物資が大変不足してお

ります。つきましては RI 第 2530 地区として早急に支

援物資をお届けすることと成りました。3 月 18 日(金)

深夜、毛布 1000 枚と各クラブから寄せられました救援

物資を積み込んだ 2

ｔトラック１台（元堺

フェニックス RC 柏

様(株)サンボウは、被

災地までの運搬を無

料でご協力ください

ました。感謝いたしま

す）ガバナー車には米

田ガバナー、堺フラワーRC飯岡さん尾羽根さんと私（京

谷幹事）、救急車には堀本会長と但見幹事が乗車し、2

時間交代で運転をし、福島県会津若松市に向かって出発

しました。堺警察署にて救急車両運搬許可証を取ってい

たため新潟から先の通行止めエリアも通行可能になり

ました。また、スタッ

ドレスタイヤに履き

替えていましたが、道

中に雪は無く、青い空

と美しい山並みが広

がっていました。第

2530 地区大橋廣治

ガバナーとの救援物資引き渡し場所であります、第

2530 地区会員様の倉庫には 19 日午前中に到着しまし

た。其所にはガバナーをはじめ、多くのロータリアンの

熱烈な出迎えが待っておられました。必要な物資が揃っ

ているということはもちろん、自らが此所まで来てくれ

たということに感動していただき、目に涙を浮かべてく

ださいました。実際我々は（被爆したくない）との思い

でマスクをはめ、早々に退散したいと思っておりました。

しかし、当地の皆さんは誰一人マスクもせず、荷物の引

き継ぎ作業を総出で短時間でやり遂げ、私たちにお土産

や昼食の準備までしてくださいました。お互いにロータ

リーの奉仕の心を通い合わせ、これこそロータリだ！！

と語り合えて本当に感動的な場面でした。帰路パーキン

グエリアにて高齢の

女性２人に出会いま

した。福島県にお住ま

いの方で、昨日避難警

告が発令し、ペットの

猫は避難所に入れず、

とにかく車で緊急避

難して此所まで来た

が、ガソリンが無くなりこの先に進めないと途方に暮れ

ていらっしゃいました。車中を見るとほんとに猫しか乗

って居らず、猫も怯えていました。どれほどのせっぱ詰

まった状況だったのかと胸が締め付けられる思いでし

た。予備のガソリンを積んでいましたので、提供してま

いりました。物資支援活動ならびに復興支援を今後も引

き続きしてまいりたいと思います。 



 

 

 

東日本巨大地震災害義援金お願い 

奉仕プロジェクト委員長 中野一郎会員 

本日も例会場にて義援金箱を廻します。ご協力お願いし

ます。 

世界社会奉仕委員会ＷＣＳより、当クラブで実施した活

動報告を致します。 

活動内容 

フィリピン共和国 第3860地区 セブ・マボロRC 

貧困地域(セブ島マンダウエ市 Canduman)の給食支援

プロジェクト 

プロジェクトは、セブ島の貧困地域(セブ島マンダウ

エ市Canduman)では、子供達の栄養不足が深刻な問題

となっている。この地域では、約200から500の子供

が栄養失調となっている。また、困窮によって、食事

が満足に摂れないばかりか、教育も受けられない子供

達も多く、犯罪に手を染めてしまうことが懸念される。 

こうしたスラム街の子供達を救済するため、最優先で

給食の支援を行い、飢餓を防ぎ、疾病予防・健康の回

復に取り組むとともに学校での教育が受けられるよ

うにする。 

活動報告 

地区の WCS 海外視察で実際に現地を視察しましたが、

時間の関係で給食支援のプロジェクトは出来ません

でした。しかし、2007 年の視察に体験したように現

地では、毎月１～２回の支援を行っているとのことで

す。実施体制は、セブ マボロRCのメンバーと同クラ

ブのローターアクトのメンバーがマンダウエ市の貧

困地域で、テントを張り、大きな釜で栄養価の高いオ

ートミール風のお粥を作り、同地区の子供達に給食す

るものです。今回は現場を見ることが出来ませんでし

たが、私たちは「ただ給食を与えるだけでなく、教育

をセットにしてほしい」と要望しました。この給食を

配るだけの活動では、根本的な解決にならないと考え

ます。セブ マボロRCでも、このことは既に理解して

おり、スラム街での共同便所の建設や親の教育、就業

支援も行っているとのことでした。今後は学校へも行

けない子供達の教育活動とセットで、同じ日に給食支

援を行う予定です。支援金は食材の購入費や教育支援

（教科書や文房具の購入）などに充てたいと話してい

ました。 

大きな釜で、給食の準備 

 

 

 

 

 

 

 

子供達に教科書を購入 RCが作った共同トイレ 

 

 

 

 

ニコニコ報告 
東北東日本大震災の義援金の拠出に 

ご協力をお願いします。 

片木 修会長 

 

京谷さん、運搬ありがとうございました。

本当にお疲れ様でした。 

吉川 美幸会員 

(株)サンボウ 柏様、被災地福島県への運搬

を無料にてご協力ありがとうございました。 

泉州物流サービス(株) 上橋様、救援物資米

の提供とトラック運搬をご協力ありがとう

ございました。 

会員の皆様、ご協力ありがとうございます 

氏名 物品 発送日 

小野 晃範 サニタリーナプキン 3 月 18 日 

吉川 美幸 大人紙パンツ  4 月 5 日 

岡田 正一 水２リットル６本入り 4 月 5 日 

犬伏 幸代 石けん・歯ブラシ 4 月 5 日 

上田 俊夫 歯ブラシ ・紙コップ  4 月 5 日 

片木 修 ドリップコーヒー  4 月 5 日 

河野 強 毛布・カップ麺 12 個入り 4 月 5 日 

  500ｍｌ24 本入り 4 月 5 日 

松本美和子 500ｍｌ2４本入り 4 月 5 日 

  カップ麺 12 個入り 4 月 5 日 

石田得子 座布団 40 枚 4 月 5 日 

三村 文男 男女下着 タオル 4 月 5 日 



 

 

 

熊取 敬子会員    菜根譚より  

 

おさきにどうぞ、おひとつどうぞ        

径路窄処、留一歩与人行、 

滋味濃的、減三分譲人嗜、 

 

 

 

 

 

径路窄（せま）き処は、一歩を留（とど）めて人の行くに与え、
滋味濃（こまや）かなるものは、三分を減じて人の嗜（たしな）
むに譲る。 
 

せまい道では足をとどめて「お先にどうぞ」、おいしい食べ物は箸をとる前に「あなたも

いかがですか」このゆとりと思いやりの有る無しが、地位や知識以前の人間の質を判別す

る物指になります。 

そのように考えるならば、現在の家庭教育、学校教育は人々の心をより貧しくあさましい

もとすることに力を入れているのではないでしょうか。 

競争意識が向上へのバネとなることは認めます。 

この厳しい世の中で「一歩を留めて」いたら、たちまち追い抜かれて落ちこぼれになるの

ではないかというのが今の常識です。 

でも人間の資質や能力は千差万別です。「このことでは人に負けないぞ」という自信は是

非欲しいですが、一面では「それは私の向きじゃない」というリアルな自己意識も必要で

はないでしょうか。自分が不得手と思う面については、無理に人と競おうとせず、自分の

もたぬ能力を持った人に敬意を払ってその力を借りればよろしい。 

こうして様々な能力の組合せによる“棲み分け”が成立すれば、追いつ追われつばかりの

競争社会より、よほど心安らぐ世の中に成るのではないでしょうか。 

と、83 歳になる老母が申しますと、なんと貧しい人生と思いますが、これは昔の中国人の

語って居る言葉ですが、ホッとするものを感じます。 

 



 

 

 

 

         

 

「蕾」 岩渕早苗 

「青年期」  結城幸夫 
「花ポケット」 竹中豊子 

野外演奏会 

社会奉仕活動 継続協賛事業  

おもてなし花風景 菜の花と造形展 堺市役所前広場 

菜の花畑に入り日薄れ見わたす山の端霞深


