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本日の例会 （第 668 回例会） 

2011 年６月９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 

内部卓話｢親睦月間に因んで｣ 

 犬伏 幸代会員 

例会終了後 

次年度のためのクラブ協議会 

次回の例会予告（第 669 回例会） 

2011 年６月 11 日(木) 

例会終了後 

2010-11 年度末クラブ協議会 

次々回の例会予告（第 670 回例会）

2011 年６月 23 日(木) 

会長・幹事 慰労会 

場所：ライフガーデンさかい 

会 員 総 数 ３４名 
本日(５月１２日)の出席 ２１名 
(内出席率計算会員) ２１名 
本 日 の 出 席 率 ７３％ 

修正出席率 (5/9) ８９.７％ 

出席報告 ５月２８日 
 



 

 

例会の記録 (第６６６回例会)             ･･････ ５月 ２６日･･････ 
 

[唱和] 

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

本日のお客様 

堺 RC 幹事 近森 裕子様 

 

会長の時間   片木 修 会長  

  

 

 

 

 

 前回の例会は、所用のため欠席し、中井会員の入会式

に立ち会うことができず失礼いたしました。 

本日は、いつもの例会場が使えないということで、この

“ＳＥＡＺＯＮ”で、中井崇嗣会員の歓迎会と岡田会員

がＧＳＥの団長としての任務を無事に終えて帰国された

ことに対する慰労会を兼ねて、美味しいものいただくこ

とといたしました。 

 しっかりと栄養をつけて次回の例会に備えていただき

たいと思います。 

次回の例会は6月5日の日曜日で、初芝立命館高等学校

インターアクトクラブに対するレイ・クリンギンスミス

ＲＩ会長の認証状伝達式となります。 

昨年7月、私が会長に就任したときには、私たちのクラ

ブがインターアクトクラブの提唱クラブとなることは、

全く予想もしておりませんでした。昨年11月の地区大会

に初芝立命館高等学校に歓迎演奏をお願いしたことが縁

となり、この学校のインターアクトクラブの提唱クラブ

となったわけです。初芝立命館中学校には、既に大阪金

剛ＲＣが提唱クラブとなり、インターアクトクラブが設

立されておりますが、高等学校にはインターアクトクラ

ブがなかったことから、大阪金剛ＲＣのご了解の下、ク

ラブの創立、認証状の伝達式への運びとなった訳です。 

折角の日曜日で、何かとお忙しいことと存じますが、私

たちのクラブが提唱クラブとなり、ＲＩ会長の認証状の

伝達式を挙行するなどということは、滅多にないことな

ので是非とも万障繰り上げて、参加していただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

 

幹事報告    田辺 弘樹副幹事 

 

 

 

 

 

２０1１年６月のロータリーレートは, １ドル＝８２円 

配布物 ①６月度理事会報告書 例会プログラムを確認

してください。 

②６月５日初芝立命館ＩＡＣチャーターナイト資料 

☆例会変更のお知らせ  

堺フラワーＲＣ６月４日→泉州ＫＵＭＡＴＯＲＩロータ

リークラブチャーターナイト 

堺北西南西ＲＣ５月３１日→２９日１２時「信貴山観光

ホテル」 

堺清陵ＲＣ ６月２３日→同日大金楼 ３０日→休会 

にこにこ報告 
 

堺フェニックスRCさま、本日はお世話になりま

す。どうぞ宜しくお願い致します。 

堺RC 幹事 近森 裕子様 

次週例会は例会変更で、初芝立命館高等学校のイ

ンターアクトクラブ認証状伝達式となります。皆様のご

協力をよろしくお願いします。本日はおいしいものを沢

山食べて活力をつけて下さい。    片木 修会長 

中井様、ご入会おめでとうございます。若い力に

期待しています。岡田 GSE 委員長、長時間お疲れ様で

した。親睦委員長、本日はおいしそうな例会有難うござ

います。             石田 得子会員 



 

 

岡田会員 GSE 本当にご苦労様でした。中井崇嗣

会員の歓迎会遅くなりましたが本日此処、SEAZON で

行います。皆様楽しく過ごしてくださいね。 

犬伏 幸代会員 

岡田会員 GSE 団長の大役ご苦労様でした。中井

会員、入会おめでとうございます。共にロータリーライ

フを楽しみましょう。      上田 俊夫会員 

本日は慰労会を催していただき、誠に有難うござ

います。皆様のお陰で無事 GSE の役目を務める事が出

来ました。           岡田 正一会員 

岡田 GSE 団長様、大役ご苦労様でした。中井崇

嗣様、ご入会おめでとうございます。フェニックス RC

をよろしくお願いします。     小野 晃範会員 

近森様本日はお越しいただき有難うございまし

た。そして改めまして、岡田さん本当にお疲れ様でした。

中井崇嗣さん、これからも宜しくお願い致します！！ 

河野 強会員 

岡田さん、GSE ご苦労様でした。報告楽しみに

しています。中井 崇嗣さん、又１人会員が増えてうれ

しいです。            田中 範子会員 

岡田さん、GSE 団長お疲れ様でした。 

中井 昭宏会員 

 

本日は歓迎会ありがとうございます。これから頑

張って参りますのでご指導よろしくお願い致します。 

中井 崇嗣会員 

岡田GSE 委員長、長時間お疲れ様でした。中井 

崇嗣様、ご入会おめでとうございます。 

松本 美和子会員 

 

2011年６月４日(土)                                 

泉州ＫＵＭＡＴＯＲＩＲＣ 認証状伝達式 

 

 

 

 

 

 

2011年６月５日(日)                                

堺１３ＲＣ共同事業 万葉歌碑設立除幕式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年６月５日(日)                                

初芝立命館 I.A.C 認証状伝達式 

出席者 

（ご来賓） 

ガバナー     米田 眞理子（堺フェニックス） 

パストガバナー  平岡 正巳（羽衣） 

ガバナー補佐5組 吉川 寿一（大阪狭山） 

ガバナー補佐6組 迫田 洋（りんくう泉佐） 

I.A.C.委員    辻 俊之  (橋本） 

I.A.C.委員    竈 和夫 （大阪金剛） 

I.A.C.委員    辻 秀和（河内長野） 

I.A.C.委員    遠藤 登 （堺東） 

I.A.C.委員    永谷 孝寿 （高石） 

大阪金剛ＲＣ会長 高橋 重明 

富田林ＲＣ会長エレクト 壺井 勘也 

堺フラワーＲＣ  会長堀本 欣吾  

会長エレクト尾羽根 伸幸 

高石ＲＣ 会長エレクト    嶋田 充伸 

 

 

 



 

 

堺フェニックス） 

片木 修会長・京谷 知明幹事・上田 俊夫・三村 文

男・石田 得子・犬伏 幸代・今野 華・岡田 正一・

片岡 富美子・熊取 敬子・河野 強・小林 雄志・田

辺 弘樹・田中 範子・辻野 美智子・中井 昭宏・中

井 崇嗣・中野 一郎・松本 美和子・向井 利之・米

田 眞理子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩ加盟認証状伝達式お祝いの言葉 

国際ロータリー第2640地区 

ガバナー 米田眞理子 

 

 初夏の花々が咲き乱れる清々しい

季節になりました。6月 5日、初芝

立命館高等学校のインターアクトクラブＲＩ加盟認証状

伝達式が開式されますことを心よりお祝い申し上げます。

今年度2つ目のインターアクトクラブが新設できました

ことを地区ガバナーとして大変うれしく思います。 

インターアクトは、12歳から 18 歳までの青少年のため

の国際ロータリーの奉仕クラブです。インターアクト・

クラブは、支援や指導を与えるロータリー・クラブが提

唱して結成されますが、運営面でも経済的にも自立して

います。 

クラブ会員の構成はさまざまです。男子のみ、女子のみ

のクラブもあれば、男女混合からなるクラブもあり、そ

の規模も大小さまざまです。会員基盤は1つの学校の学

生から集められる場合もあれば、同じ地域社会内の2つ

以上の学校から成る場合もあります。 

毎年、インターアクト・クラブは少なくとも2つの社会

奉仕プロジェクトを行い、そのうち1つは国際理解と親

善を推進するものとされています。プロジェクトを通じ

て、インターアクターは地元社会や海外のクラブと友情

のネットワーク を築きます。奉仕活動は、インターアク

ターの活動の真髄です。奉仕活動を行うことでインター

アクターたちは次のような大切なことを学びます。 

 

指導力と人間としての高潔さを保つこと 

他者を助け、他者を尊重すること 

個人の責任と懸命に努力することの価値を知ること 

国際理解と親善を推進すること 

 

ロータリーの奉仕の中で最も顕著で、かつ急速に発展し

ている新世代奉仕プログラムの 1つであり、120余りの

国や地域にある 11,000 以上のクラブを擁するインター

アクトは、世界的な現象となりました。現在、250,000

人近くの若者がインターアクトとかかわりを持っていま

す。 

地元のインターアクトの活動についての詳しい情報は、

堺フェニックスロータリー・クラブに連絡するか、ガバ

ナー事務所までお問い合わせください。また、「インター

アクト要覧」もあわせてご活用ください。 

今後ますますのご発展を祈念し 関係皆様のご尽力に深

く感謝いたします。 
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司 会 ： 堺フェニックスロータリークラブSAA  三村文男 

点   鐘   堺フェニックスRC会長 片木 修 

歓迎演奏 「シンフォニア ノビリッシマ」 

初芝立命館中学高等学校ブラスバンド部 

ソング斉唱 「君が代」「我らの生業」「インターアクトの歌」 

  ソングリーダー 向井利之 

開会の辞  堺フェニックスRCインターアクト委員長 岡田正一 

認証状伝達  堺フェニックスRC会長 片木 修 

提唱ロータリークラブ挨拶 

初芝立命館高等学校インターアクト会長挨拶 

            インターアクトクラブ会長 檀野明佳 

来賓紹介（ロータリー関係） 堺フェニックスRC会長 片木 修 

来賓紹介(学校関係)   初芝立命館高等学校校長  岡村 務 

インターアクト紹介    初芝立命館高校IAC顧問   玉井栄治 

記念品贈呈（目録）  堺フェニックスRC会長 片木 修 

祝  辞  国際ロータリー第2640地区ガバナー  米田眞理子 

祝  辞   堺市長   竹山修身 

祝    辞  パストガバナー  平岡正巳 

祝    辞   初芝立命館高等学校校長   岡村  務 

祝   辞  堺市登美丘南校区自治連合協議会会長 池﨑 守 

祝電披露  堺フェニックスRC SAA 三村文男 

記念講演 『ライフ イズ ビューテイフル』トーマス・カンサ 

閉会の辞  堺フェニックスRC IAC副委員長 中井昭宏 

点   鐘   堺フェニックスRC会長 片木 修 

 



 

 

学校長挨拶   岡村 務学校長 

 本日、国際ロータリークラブより、

初芝立命館高等学校にインターアク

トクラブの認証状を賜りました。ま

ことにありがとうございます。 
  この度のインターアクトクラブ

の設立に際しましては、国際ロータ

リー第２６４０地区ガバナーの米田

眞理子様、堺フェニックスロータリ

ークラブ会長の片木修様、地区ロータリアンの皆様、ま

たこれまで初芝立命館中学校インターアクトクラブのご

支援を頂いております大阪金剛ロータリークラブ会長の

髙橋重明様をはじめとする、数多くの方々のお力添えを

いただきました。皆様のおかげと深く感謝いたしており

ます。ありがとうございます。 

 さて、本校は1937（昭和12）年に、南河内郡日置荘に

大阪初芝商業学校として創設され、「誠実・剛毅」を校訓

として、その歴史を紡いで参りました。今年2011年４月

には、74年間過ごした初芝の地を離れ、校舎を北野田キ

ャンパスに高等学校の校舎を新設し、移転して参りまし

た。学校としましては、2008年７月に学校法人立命館と

共学提携を結び、2009年４月からは校名を初芝立命館中

学校・高等学校と改称し、中高一貫教育校として新たに

スタートをしています。「豊かな学力」「豊かな人間性」

「地球規模の貢献意識」を持った生徒を育てることを目

標に、日々の教育活動に励んでおります。 

 また、学園が昨年策定いたしました「2017基本構想」

では、教育理念として「夢と高い志、挑戦、そして未来

創造」を掲げ、「国際社会の持続的・平和的進歩への貢献」

「人類社会の進歩と福祉社会の発展への貢献」をめざし、

社会に貢献し世界で活躍する創造的な人材の育成をめざ

しています。 

 これらのことは、ロータリークラブの方々の活動と合

致するものであります。この度設立された高等学校イン

ターアクトクラブが、2004年に設立された中学校インタ

ーアクトクラブと共同して活動する中で、国際理解・国

際交流と奉仕活動を中心とする社会貢献の機会が、益々

充実されることが期待されます。 

 堺フェニックスロータリークラブと大阪金剛ロータリ

ークラブの２つのスポンサークラブから暖かく見守って

いただく中で、常に奉仕の精神を忘れずに社会貢献に勤

しむ、初芝立命館中学校・高等学校のインターアクター

を育てて参りたいと存じます。 

 今後とも、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上

げます。 

 

 

 

会長挨拶      片木 修会長 

初芝立命館高等学校のイン

ターアクトクラブに対する

レイ・クリンギンスミスＲ

Ｉ会長の認証状伝達式に当

たりまして、提唱クラブの

会長として、一言ご挨拶を

申し上げます。 

 先ず、本校におけるインターアクトクラブの創立に際

しまして、ご理解とご尽力を賜りました岡村勉校長先生

をはじめ、諸先生方に対しまして改めて厚く御礼を申し

上げます。 

 お陰さまで、滞りなく、5月15日の創立総会に引き続

き本日の認証状伝達式挙行の運びとなりましたこと、誠

に有難く感謝申し上げる次第でございます。 

 そして、ご多忙中のところ、本日の認証状伝達式にご

出席いただきました、平岡正巳パストガバナーをはじめ

2640地区ガバナー補佐、地区インターアクト委員会の皆

様、並びにインターアクトクラブの関係者の皆様に厚く

御礼を申し上げると共に、今後ともよろしくご指導いた

だきますようお願い申し上げます。 

 この認証状にありますように、初芝立命館高等学校の

インターアクトクラブは5月10日付けで、国際ロータリ

ーが正式に認めるクラブとなり、世界のインターアクト

クラブの仲間入りをされた訳であります。 

 創立総会の時にも申し上げましたが、インターアクト

クラブは毎年少なくとも、二つの主要プロジェクトを実

行しなければなりません。 

 ①は、学校ないしは地域社会に奉仕するためのプロジ

ェクト 

 ②は、国際理解の増進と親善を推進するためのプロジ

ェクトであります。 

このプロジェクトを通じて、インターアクターは、地元

社会や海外のクラブと友情のネットワークを築きます。 

これらの奉仕活動をおこなうことによって 

  指導力と人間としての高潔さ 

  他者を助け、他者を尊重すること 

  個人の責任と懸命に努力することの価値 

  国際理解と親善を推進すること 

を学びます。 

ところで、私たちのロータリークラブにはＲＩが定め

る標準定款に準拠した定款細則があり、これに従って、

奉仕活動をおこなっているわけであります。 

 インターアクトクラブにも、これと同様にＲＩが定め

る標準定款と細則がある訳で、本校のインターアクトク

ラブの定款細則もこのＲＩの定めに準拠している訳であ

ります。 

 このＲＩの標準定款は、「国際ロータリー理事会の決議



 

 

によってのみ改正されうるものとする」と規定されてお 

ります。 

非常に堅苦しく感じられるところも多々あると存しま

すが、大人の社会に入ってゆく前の勉強と思って、この

定款・細則を遵守していただきますよう、お願いいたし

ます。 

 しかし、奉仕活動も国際理解の増進も楽しくなければ

長続きはしません。ロータリーの目標としていることを

充分に理解して、達成感を味わいながら活動を続けてい

ただくようお願いいたします。 

 ちなみに、国際交流は、昨年は韓国を訪問いたしまし

たが、今年はマレーシアを訪問することとなっておりま

す。初芝立命館高等学校のインターアクトクラブの皆様

もこぞって参加していただきたいと存じます。 

 私どものクラブは提唱クラブとして精一杯の支援をさ

せていただきますが、この初芝立命館高等学校のインタ

ーアクトクラブが益々大きくなり、指導的役割を果たせ

るクラブに成長するよう関係者の皆様方のご理解とご支

援をお願いして、私の挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

開会挨拶   岡田 正一 IAC 委員長 

ご紹介を頂きました、堺

フェニックスRCIAC委員

長の岡田です。本日は、

認証状伝達式誠におめで

とうございます。開会に

あたり、一言ご挨拶をさ

せていただきます。 
インターアクトの皆様方は、青春の真っ只中に居て青春

を謳歌していると思っていませんか。青春とは、年齢に

関係なく老人の私でも謳歌しています。何故なら、夢と

希望・目標を持ち続け日々を送っているからです。イン

ターアクトになられた皆さん方には、真の青春を謳歌す

る為に第１に将来への夢と希望。目標と目的を持って

日々過ごしてください。第１には勉強、次にインターア

クトクラブの大きな目的である社会奉仕と国際奉仕を念

頭に於いて行動をお願い致します。人間は一生勉強です。

勉強は学生だけするものでないことも知ってください。

社会奉仕の一環として、夏休みには希望者の皆さんに１

週間程度の社会体験をしていただく活動を計画し、その

準備も着々と進んでおります。 

インターアクターの皆さん方と手を取り合って明日への

夢と希望・目標と目的を持って清秋を謳歌しましょう。 

青春について私の考えを披露して、開花のご挨拶と致し

ます。有難うございました。 

 
 
 

閉会の辞        中井 昭宏 
 

本日は誠にお忙しい中、長時間にわたり初芝立命館高等

学校インターアクトクラブ認証状伝達式に 

お集まり頂き、ありがとうございました。 

開会に「青春」について岡田正一インターアクト委員長

よりお話がありました。私は「思いやり」につい 

てお話をさせて頂く予定でしたが、基調講演のトーマ

ス・カンサさんがほとんどお話されてしまいまし 

た。その中の言葉で「相手」「分ち合う」、これは相手に

対して思うこと「思いやり」です。 

人はミスをすることがあります。そのミスをカバーする

ことが思いやりだと。相手を深く思うことで、何かがで

きると思います。共に思いやりを持ち進んで行きましょ

う。 

そして、先ほど当堺フェニックスロータリークラブ 片

木会長より提唱クラブとしての思い、また初芝立命館高

等学校インターアクトクラブ 壇野会長からのメッセー

ジを受け止め、堺フェニックスロータリークラブと初芝

立命館インターアクトクラブは、温かい絆を築き、それ

を深め、友に学び歩んでいきたいと思います。 

みなさま。よろしくお願いいたします。 

本日は誠にありがとうござました。 

 

茶話会開会の辞  中野 一郎 

 

本日は、認証状伝達式の開催に当たり誠におめでとうご

ざいます。 

皆様は地域社会、国際社会に対し、奉仕と国際理解に貢

献する活動を、本日より私たちと共に展開することとな

ります。 

私は当地区においての国際的な奉仕活動を実践するため

の委員会に所属しており、過去6年間様々な国々へと赴

きました。 

とはいいましても、皆さんが想像されるアメリカ、ヨー

ロッパ、などの先進国ではなく発展途上国、後進国とい

われる国々が主でありその中でも特に困難に喘いでいる

地域ばかりです。 

水問題、保健問題、識字、飢餓など・・・・皆さんが困

ったことはあるでしょうか？ 

日本にも 66 年まえの終戦直後や戦時中はこのような状

況がありアジアで一番貧しい国の１つでした。しかし皆

さんのおじいさん、おばあさん、ご両親が懸命に努力し

また国民が一丸となり現在の皆さんの日常生活を得たわ

けです。 

このような日本の現在をより良い形で将来に継承するた

めには皆さんの若い力が必要です。 

将来の地域社会におけるリーダーを育てる意味において

も、私共のクラブでは万全のサポートをさせて頂きたく

考えております。 



 

 

茶話会においては、本日より家族同様にお付き合いする

ロータリアンの方々との交流を深めて頂きたいと思いま

す。 

甚だ、簡単措辞ではございますが開会の辞とさせていた

だきます。 

 

 

 

記念講演     トーマス・C・カンサ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にこにこ報告 

会員の皆様、本日は初芝立命館高等学校の RI 会

長の認証状伝達式に出席していただきましてありがとう

ございます。私の年度の例会も本日を除くとあと３回と

なりました。           片木 修会長 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブ認証

状伝達式おめでとうございます。大きく発展されること

をお祈り申し上げます。     石田 得子会員 

インターアクトクラブ認証おめでとうございま

す。今後の発展をお祈りいたします。犬伏 幸代会員 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブ認証

状伝達式おめでとうございます。本日より全世界にある

11,000のインターアクトクラブに仲間入りです。ご活躍

の程祈念します。        今野 華会員 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブ御認

状おめでとうございます。高校の正門を入って1時間余

り居りますが、生徒さん方1人残らずの方たちに｢お早よ

うございます。｣とご挨拶を頂きました。お行儀の良さに

大変喜んでおります。      熊取 敬子会員 

昨日、午前3時にようやく議会が閉会致しました。

議員定数の削減という我々自身の首を絞める条例も、相

当な覚悟を以って通しました。大阪が少しでも良くなる

よう引き続き尽力致します。 小林 雄志会員 

インターアクトクラブ認証状伝達式おめでとう

ございます。今後当クラブはインターアクトクラブとし

ての活躍が期待されます。   田中 範子会員 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブ認証

状伝達式おめでとうございます。辻野 美智子会員 

初芝立命館中学高等学校、認証状伝達式おめでと

うございます。友に深い絆を築いていきましょう。 

              中井 昭宏会員 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブ設立

おめでとうございます。今後のご発展をお祈り申し上げ

ます。            中井 崇嗣会員 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブ認証

状伝達式おめでとうございます。松本 美和子会員 

前回例会を所要のため欠席しました。初芝立命館

高等学校インターアクトクラブ認証状伝達式おめでとう

ございます。          三村 文男会員 

 

トーマス・C・カンサ（Thomas C Kantha、1948年4月2日生まれ） 

南アフリカ共和国クワズール・ナタール州トンガート出身 

詩人、英会話講師 

ロンドンで日本人女性と結婚し1984年に来日。 

偶然粗大ゴミの中から壊れた車椅子を見つけ、それを修理して母国の

障害児たちに車椅子を贈る活動を続けている。  

アパルトヘイト下で育った体験談を詩集として発表し、その売り上げ

が車椅子を送る輸送費として充てられている。 

その功績が認められ、1999年にシチズン・オブ・ザ・イヤーを受賞。 

全国の小中学校などで、アパルトヘイトの現状やボランティアについ

ての講演活動を行っている。 

NGO団体、ヒランガニ・ンゴタンド主宰。大阪市平野区在住。 

なお、来日した頃より合気道の修行を重ね黒帯を取得。 

同門には俳優であるスティーヴン・セガールがいる。 

著書 

「抑圧下の子よ、話してごらん」  「ドリーム・メイカー」   

「友よ、君には何が見える?」 「マイハンサムアフリカ」  

最近では、東日本大震災にも、おもむかれ、様々な活動をされており

ます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 田中 範子 ｸﾗﾌﾞ広報委員長 

ロータリーの友６月号 
１．ＲＩ会長メッセージ 戦場の煙が収まるとき  
レイ・クリンギンスミス RI会長    P1  
「戦場を覆う爆薬の煙があまりにも濃いのでその煙がお
さまるまで勝敗を見極めるのは難しい。来年度がより良
い年度になるための道を開くことができたかどうかとい
うことは、煙がおさまるまで知ることは出来ない。ロー
タリーの最高の日々が、この先にあるということを確実
にするために、私たちは正しいことをしたのでしょうか」 
 年度の締めくくりに当たり、レイ・クリンギンスミス
ＲＩ会長は、今年度を振り返っています。 
 
２．特集 ロータリー親睦活動月間  
  世界で活動する趣味の仲間たち      P5 
     
 ロータリアンの国際親睦グループ      P6～P9 
 共通の趣味や、スポーツを通して世界のロータリアン
の仲間と親睦を深めたり、奉仕をしたりする、RIで承認
されたグループです。以下のグループがありそれぞれサ
イトで紹介されています。 
ロータリアンのマラソン国際親善グループ 
世界グルメロータリアン親睦グループ  
ロータリアンの国際鉄道親睦グループ  
ロータリアンの国際テニス親睦グループ  
音楽家ロータリアンの国際親睦グループ  
 
３． 私がロータリーに入ったころ（2）   P10～P17 
 会員歴20年以上のロータリアンの方々に、入会当初の
ころを振り返って、変わったこと、変わらないこと、そ
れぞれ、思い出の詰まった写真とともに、掲載されてい
ます。先月（１）からの続きです。 
４．特集 心は共に２  
東日本大震災 その時・・・ロータリーはいち早く動い
た   P18～P25     
 2011年 3月 11日、東日本で起こった大震災以降、多
くのロータリアンがその状況に心を痛め、手を差しのべ
ようと奔走しました。その様子が「心は共に」のテーマ
で、毎号、掲載されます。第2回の今回は、被災地訪問
の記事とともに掲載されています。 
４．いま、世界は……11 
  大震災と世界           Ｐ26～27 
     日本総研国際戦略研究所理事長 田中  均 
 田中氏が外交官としての自身の経験を振り返り、世界
の変化について述べています。「私たちが日本の新生を考
えるに当たっては、このような世界の変動を十分考慮に

入れたものでなければならないと思う」と日本の課題を
提起しています。 
５．多くのリーダーを育ててきた RYLA セミナー       
P30～31 
 今回は縦組みの SPEECH は当地区地区大会にも御出頂
いた第 2680 地区 RYLA 顧問の今井鎮雄氏の『第 33 回 
RYLA ｾﾐﾅｰ講義要旨』が掲載されています。関連記事とし
て是非お読みください。 
６．RI指定記事 管理委員長の思い    P44 
 2010～2011 年度ロータリー財団管理委員長のカー
ル・ヴィルヘルム・ステンハマー氏の思いが毎号綴られ
ています。 今回は、最近議論を醸している、電子ネッ
トワーク上での例会に対して警鐘を鳴らしています。「ロ
ータリーの活動に欠かすことの出来ない親睦と友好は、
直接顔を合わせて行うことに意義がある。電子上では人
と人の良好な関係づくりは出来ない。」と述べています。
皆様はどのように考えますか。 
○縦組 
１．SPEECH  
 未来を見つめよう P2～6 
  元ＲＩ理事・第2680地区ＲＹＬＡ顧問 今井 鎮雄 
氏の『第33回 RYLA ｾﾐﾅｰ講義要旨』です。 
 文化が新しくなるとき、新しい文化を担っているのは、
その時代の人々。年齢には関係がありません。しかし、
その新しいものをすぐ取り入れることのできるのは、若
者たちです。明治時代に日本を担った人は、みんな 20
代です。大事なことは、若者が担って新しい世界をつく
ったということです。 
 これからの時代を担うのは若者であり、それを担うに
は責任があります。「私達はこれからこの国の責任者だ」
と指導者としての自覚を促します。 
２．この人、この仕事 
お客さまと社員の不満を満足に変える     P7～9 
（株）大谷 代表取締役 大谷 勝彦 新潟南ＲＣ  
         文・宮本 貢 写真・水村 孝 
 『経営者の最大の仕事は“お客様と社員の不満を満足
に変える”ことと、人間として豊かに成長できる教育を
行うことである。』が大谷社長の経営哲学です。素晴らし
い社長の下で働く社員は幸せ。㈱大谷はハンコ小売りの
TOP企業です。 
 
○地区関連 
１．ROTARY 掲示板     横組み P45 
２．ROTARY 掲示板     横組み P46  
３．俳壇        縦組み P13 
残雪や人拒むかに峯険し（和歌山北RC 岩内 美登里） 
４．柳壇         縦組み P13 
孫が来る朝から三度歯を磨く （御坊南RC 柚瀬 清） 
何か一つ学んで帰る例会日 （堺清陵RC 物種 唯修） 
年甲斐もないといわれて鏡みる （堺RC 八木 桔梗） 
５．バナー自慢 
  岩出RCバナー        縦組み P15 
６．ロータリーアットワーク 
 ボランティアコンサート 堺東RC   縦組み P21 
   
今年度最後の委員会報告ということで少々長くなってし
まいました。 
一年間おつきあいいただき有り難うございました。 

 

会 員 総 数 ３４名 

本日(６月５日)の出席 ２1名 

本 日 の 出 席 率 ７３％ 

修正出席率 (5/12) ９０％ 

出席報告 ６月 ５日 


