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本日の例会 （第 700 回例会） 

2012 年 2 月 9 日(木)18 時 30 分 

場所：ホテル第一堺 3 階 

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘            吉川 美幸 会長    

ロータリソングロータリソングロータリソングロータリソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「我等の生業」 

インターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブのののの歌歌歌歌    

おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介            向井 利之 親睦委員長    

各種各種各種各種おおおお祝祝祝祝いいいい 

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間                        吉川 美幸 会長 

出席報告出席報告出席報告出席報告        河野 強  副 SAA 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告         田辺 弘樹 幹事 

卓卓卓卓            話話話話 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                            中井 崇嗣 副 SAA 

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘                            吉川 美幸 会長 

次回の例会予告 （第 701 回例会） 

2012 年 2 月 16 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 3 階      

卓話 辻野 美智子 会員 

 

次々回の例会予告（第 702 回例会） 

2012 年 2 月 23 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 3 階      

卓話 吉川 美幸 会長 

「ロータリー創業記念 世界平和と平和の日」 

 

本日の卓話 

「新世代奉仕部門」 

・・・・青少年ライラセミナーに参加して・・・・ 

 

本日のお客様 

薬剤師 砂原 孝史 様 

青少年ライラ委員長 仲峯 豊 様 

初芝立命館高等学校インターアクトクラブ 

長期派遣交換奨学生 エレン・メイ・ブルックス様 

 

2 月 各種お祝い 

会員誕生日 細川 浩二 

ご家族お誕生日 向井 卓 様 中井 香織 様 

 

 

2 月 2 日 お客様のご紹介 

長期派遣交換奨学生 エレン・メイ・ブルックス様 
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[[[[唱和唱和唱和唱和]]]]    

Reach Within to Embrace Humanity 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」 

    

国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱            オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱        

ロータリソングロータリソングロータリソングロータリソング斉唱斉唱斉唱斉唱            「「「「奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想」」」」                 

 

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間        吉川  美幸 会長 

皆さん、こんにちは。 

今日は、ロータリー

クラブが１９０５年

に始まって現在２０

１の国家に広められ、

クラブ数約３４００、会員数約１２０

万人のロータリアンの象徴を表すバッジが、この形になった経緯を

お話ししたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの歯車は、今日の世界で最もなじみのあるシンボルの１

つとなっています。 

シカゴロータリークラブは、当初、馬車の車輪をシンボルにしてい

ました。 

文明化と動きを象徴すると言う理由からで、多分ポール・ハリスの

発案だったのではと考えられています。 

シカゴロータリークラブの印刷担当ハリー・ラグルスの手持ちの版

画次第で、時々見た目の違うものが登場していました。 

彫版エモンテーブが、恒久的な標章をデザインする事を申し出、

色々な提案をなされました。 

まずは、動きを表そうと、モンテイは、車輪の前後に砂埃をたたせ、

車輪の上にロータリークラブの文字をいれたものを、しばらく使っ

ていましたが、車輪の前には、砂埃は立たないのではとの指摘を受

けた事から、これを取り除きました。 

さらに、車輪の上に、それぞれの地域、地域を表す吹き流しを付け、

１９１２年まで使っていました。 

一方、全米ロータリーでは、クラブによって違ったものよりも、統

一したシンボルマークを作成しようとしていました。 

１９１０年に結成された、フィラデルフィア・クラブは、全米連合 

 

 

 

会から、１９番目のクラブとして認証をうけました。その時の、グ

レン・ミード・クラブ会長は、彫刻家と、宝石職人にマークを依頼

したところ、車輪では、ロータリーの理念が伝わらないとして、歯

をつける事になりました。それによって、動く歯車が出来、会員一

人一人がかみ合うことによって、組織の目標を達成できるという概

念をつけ加えました。 

ミードは，ロータリアンが上着に着用する金属製の襟章を作る事を

思いつき、作成した所、世界中で、何百万人もの男女に着用される

ようになりました。 

ところが、その頃、まだクラブによって歯車の数と、軸の数もばら

ばらでした。軸が、８本のものもあれば、１０本のものがあったり、

歯も、２０本、２７本とバラバラでしたが、エンジニアの手のよっ

て、今の形に修正され、１９２９年のダグラス大会で承認されまし

た。 

その時以来、ロータリーの歯車は、世界中で何百万もの襟章、旗、

ネクタイ、宝石類に刻まれ記されてきました。 

巨大な高速道路沿いの掲示板にも、１００か国以上の国々の切手に

も登場しました。 

最初、何気なく案出され、さまざまなバリエーションを経てロータ

リーの歯車は、究極的に設計者の目的をはるかに超え、世界をより

良い所にするために、協力する１２０万人の会員と、彼らの行動を

象徴するようになりました。 

さらに、ロータリアン同志が互いを見つけ会える目印となって、一

般社会にも「私はロータリアンです」と伝達出来る様になりました。 

私達は、会合に出席するときは必ず、ロータリーのバッジを着用

するように義務化されていますが、世界中に、同じバッジをつけて

いる約１２０万人もの仲間のいる事を忘れず、心を一つにして行き

たいと思います。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                担当  中井 崇嗣 副 SAA 

在籍者      ２７名 出席者    ２０名 

出席計算会員   ２４名 欠席者     ６名 

出席免除者     ５名 免除出席者    1名 

先々週修正出席率 ８４．６％ 出席率   ８０．８ ％ 



 

 

幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告                                                    田辺 弘樹 幹事 

地区大会、RI会長代理晩餐会、記念ゴルフ大会、出席確認。下半

期会費諸経費納入の方へ領収書のお渡し。2月4,5日ライラセミナ

ー参加者へご利用駐車場の案内。 

 

      

 

 

 

 

    

クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム                                              

新世代奉仕プロジェクト －インターアクトクラブを提唱して             

 

次年度副幹事 中井 崇嗣 

堺フェニックスは昨年度に初芝立命館高校インターアクトクラブ

のスポンサークラブとして活動を開始した。新世代奉仕委員会 岡

田正一委員長、中井昭宏副委員長のもと会員一丸となってインター

アクターと友に学んできました。 

地区の行事以外に８月には職場体験学習を開催、６日間に渡り多く

の職業にかかわり、多くの人にかかわり、多くのことを経験するこ

とができた。その職場体験学習の提案型報告会もでき、インターア

クターからの視点で各体験学習先に考えを伝えることができた。 

例会では今、インターアクター達が行っている活動報告、週一回の

幼稚園での奉仕、高齢者介護施設での奉仕、ガーナ共和国へのワク

チンの支援などの国際奉仕に力を注いでいることが報告され、我々

ロータリアンがいかに支援できるかについて検討された。 

またインターアクトクラブの例会への出席も始まり、交流の機会が

保てるようになってきた。 

                 

ニコニコ報告        担当  河野 強 副 SAA 

 

次年度石田 得子会長エレクト、委員会表出来上がりご苦労様です。吉川

会長はじめ今年度の理事役員各位、2月度理事会を済まされてご苦労様でし

た。上田様、青少年交換留学生のお世話ご苦労様です。エレンさんようこそ、

日本の生活慣れましたか？楽しい高校生活をお過ごし下さい。 

米田 眞理子 直前ガバナー 

今日は理事会に少し遅れました。田中 眞琴様からにこにこ多目にと言わ

れました。少し多めに貢献します。       吉川 美幸 会長 

2週続けての例会欠席御詫びします。…がてらでは無いですが、2月4日

ライラ研修、3月14日互輪会参加いたします。  河野  強 会員 

第31回ライラセミナーに参加いただく方々、早朝より宜しくお願いしま

す。インターアクト例会出席ありがとうございました。   中井 昭宏 会員 

今月もよろしくお願いします。IAC例会楽しかったです。中野 一郎 会員 

母親が2月1日で94歳になりました。少し認知症が進んでいるが元気で

す。長寿に感謝しております。                          三村 文男 会員 

 

 

 

―第３１回ライラ研修セミナーに参加して― 

 

ＲＩ Ｄ２６４０ 地区幹事 向井 利之 

本日、第３１回ライラ研修セミナーの広報として写真撮影を任され

シャッターを切りました。午後のグループ合同研修会が始まって３

０分位に、バタン！と音がし、研修生が倒れました。その時に傍に

いた京谷知明地区雑誌広報委員長が駆けつけ、その後、壇上におら

れた大澤徳平ガバナーが、後方に待機していたロータリーボランテ

ィアで参加していた緊急医療体制委員会中井昭宏委員長に大きく

手を振り合図し、中井昭宏医師が診察をしている間に、担架を準備

して！と、京谷知明地区雑誌広報委員長が指示、この場で体育館内

に担架があることを把握していた事、中井昭宏医師が診察をしなが

ら救護室の貝山香純地区ライラ救護看護師に必要物品の連絡し、ラ

イラ研修生が動揺しないように的確な指示があり、救護チームとし

て会場に居合わせたロータリアンで担架にて移動した事、救護室に

着くと準備がされていた事、それらの連携を見ていると、これから

新世代奉仕においてを改めて切に思いました。 

ただ逆に、我クラブは連携の取れたクラブだとつくづく思いました。

この場に居合わせ感動しました。他のプロジェクトではどうだろ

う？など、これからのあり方を考えるきっかけになりました。当ク

ラブはインターアクト、青少年交換と新世代に係る機会が多く、今

後、緊急の場合に備えて地区で医療に携わるロータリーボランティ

アによる奉仕が必要だと思いました。 

 

ＲＩ Ｄ２６４０ 地区幹事 中井 昭宏 

２月４日 

大澤德平ガバナーの開会点鐘により開講式が始まり、当クラブの青

少年交換学生のエレン・メイ・ブルックスさんが研修生の代表とし

て挨拶しました。その後、オリエンテーションが行われ、注意事項、

グループ編成で研修生達は真剣に、わくわくしながら午前の部を修

了。昼食はカレーでした。早朝から吉川美幸会長、石田得子会長エ

レクト、田辺弘樹幹事、京谷知明地区雑誌広報委員長、酒井 誠ロ

ータリー財団委員長、河野 強会員増強維持委員長、中井崇嗣地区

ライラ救護員、貝山香純地区ライラ救護員が準備のため参加して下

さいました。開講式には奉仕プロジェクト部門カウンセラー米田眞

理子直前ガバナー、上田俊夫次期地区代表幹事、青少年交換学生の

高瀬理沙さんが出席されました。その後、会場を能楽会館に移し、

舞台を見た事が無い新世代が多く、どよめき起こるくらい感動した

ふるさとの川    内川内川内川内川    土居川土居川土居川土居川    美化活動美化活動美化活動美化活動    

日時 3月11日（日） 

午前9：30～11：00 雨天中止 

集合場所 ザビエル公園前        

社会奉仕委員会 



 

 

ようです。吉田先生の歴史と伝統文化についての講演があり、狂言 

柿山伏を観賞、大澤德平ガバナーより解説と能舞台実地体験があり

ました。このプログラムから初芝立命館高校インターアクターと岡

田正一地区副代表幹事、小野晃範地区幹事が参加されました。 

夕食の準備は１５時から開始、新世代が研修を受けている間に仲峯

豊ライラ実行委員会委員長指示のもとロータリアンで、豚汁担当は

羽衣ＲＣが買い出しから調理まで、バーベキューの野菜の下準備は

堺フェニックスＲＣ調理班が、バーベキューの火の準備は多くのロ

ータリアンがお手伝い下さいました。ライラ研修生への誘導指示は

大森豊ガバナー補佐と京谷知明地区雑誌広報委員長が奮闘されて

いました。本日の大阪の気温は６℃と寒い中、ライラ研修生とロー

タリアンが友に楽しい時間を過ごせたようです。あまりの寒さのた

め、豚汁の空いた鍋にペットボトルのウーロン茶を入れホットウー

ロン茶のサービスを貝山香純ライラ救護員が行っていました。後片

付けは、参加者全員で冷たい水道水にもめげずがんばって行いまし

た。 

最終は、北中登一ガバナーエレクトの講演を熱心に聞き、一日の研

修を修了しました。本日は堺フェニックス１４名の連携プレイによ

り新世代奉仕ができ感謝です。 

２月５日 

本日は野外研修活動です。堺市の歴史と伝統文化をマイクロバス３

台に分乗し散策しました。堺市博物館、仁徳天皇陵、南宗寺、千利

休屋敷跡、堺市役所、清学院、山口家住宅、妙國寺などを見学、改

めて堺の素晴らしさ、地域に住んでいても知らなかったことを体験、

実感できたようです。 

当クラブからは、石田得子会長エレクト、上田俊夫次期地区代表幹

事、松本美和子職業奉仕委員長、向井利之地区幹事、貝山香純地区

ライラ救護員が早朝より参加、昼からの研修会には京谷知明地区雑

誌広報委員長がカメラマンとして参加して頂きました。研修会の中、

参加者が意識消失にて転倒し搬送するハプニングもありましたが、

救護室も準備できており経過観察後、提唱クラブのカウンセラーと

共に無事帰宅されました。研修生スピーチの中で、「このような研

修会がロータリークラブの活動として行われていることを自分の

周りに話します、みなさんも話して下さい。すごくいい経験になり

ました。」きっとその場にいたロータリアンは嬉しかったと思いま

す。私もこの場に立ち会えて良かったと・・・無事、ライラ研修セ

ミナーは閉講しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

180名の参加で大成功にライラセミナー終えまし

た。堺フェニックス RC からは 16 名ものお手伝いがあ

りエレンさん高瀬理沙さん、初芝立命館高等学校IACも

参加しました。中井先生の緊急医療体制も早速に出番が

ありました。羽衣RCからの豚汁の差し入れ、BBQでロー

タリアンも新世代も大いに盛り上がりました。 

・・・・奉仕プロジエゥトカウンセラー 

 米田眞理子 

 

 

 

                     

（京谷さん撮影） 

地区緊急医療体制委員会 委員長 中井 昭宏 

 

ロータリアンの中で医師、看護師、介護福祉士等の国家

ライセンスをもっておられる方が、ロータリーボランテ

ィアとしてライラ研修セミナー参加していただき、感謝

いたします。 

今回は、急性上気道炎、生理痛、腹痛、眩暈症、意識消

失、打撲傷などの対応がありました。近隣の医療機関も

即座に対応して頂きお礼申し上げます。 

 

第３１回ＲＹＬＡ研修セミナー 

危機管理本部救護班 貝山 香純 

今回は初めてＲＹＬＡ研修セミナーに参加しました。Ｒ

ＹＬＡ研修参加者の体調観察を主に行いました。堺フェ

ニックスのロイヤルブルーのコートを着ていたことも

あり多くの方とお話しをすることができました。 

１日目の夕食は屋外でのバーベキューでした。寒気の影

響で大阪の気温が低く、また海風も強く、低体温になる

ことが懸念されたため、急遽、豚汁とホットウーロン茶

の配布を行いました。 

２日目の早朝は宿泊施設の湿度が低く乾燥していたた

め、のどの違和感を訴える方が多く、マスクとのど飴の

配布を行いました。午後から一人の研修生さんが意識を

失うアクシデントがありました。午前中の時点で周囲の

研修生さんに「しんどい」と話をしていたようですが、

その情報連絡がなく事前に対応することができず、大事

に至らなかったとはいえ救護班として悔やまれます。 

参加していた研修生さんと話していると、私も驚きまし

たが、堺に能の舞台があり、狂言を観賞、体験できたこ

とは感動したようです。今回の教訓を反省し、次回ロー

タリーボランティアとしてお手伝いする際に生かせる

よう努めたいです。 


