
 

 

第７12 回例会 
通巻６８０号

平成２４年５月１０日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．４０ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

4 月 26 日出席報告 

本日の例会 （第 712 回例会） 

2012 年 5 月 10 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 

司司司司            会会会会  中井 崇嗣 副 SAA 

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

国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱    オーストラリア フィリピン共和国 日本 

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「奉仕の理想」 

おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介        京谷 知明親睦委員長            

各種各種各種各種おおおお祝祝祝祝いいいい        貝山 香純副親睦委員長    

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  

米山奨学金の授与とエレン 5 月分お小遣いお渡し    

出席報告出席報告出席報告出席報告            中井 昭宏 SAA 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告            田辺 弘樹幹事  

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  国際奉仕委員会 

 国際大会に出席して、ＷＣＳ事業について 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告            中井 昭宏 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 713 回例会） 

2012 年 5 月 17 日(木) 

           国際大会報告会 

次々回の例会予告（第 714 回例会） 

2012 年 5 月 24 日(木) 

 卓話 「私の仕事」田中 範子会員 

 例会終了後、 

宇瀬ガバナー補佐をお迎えして 

２０１１-１２年度クラブ協議会 

           

在籍者      ２８名 出席者    １９名 

出席計算会員   ２２名 欠席者     ７名 

出席免除者     ６名 免除出席者    １名 

先々週修正出席率 80.1％ 出席率  ７６．９ ％ 

５５５５月各種月各種月各種月各種おおおお祝祝祝祝いいいい        

会員誕生日 米田 眞理子 

ご家族誕生日 今野 元博様 

会員記念日 石田 得子 田中 範子 

細川 浩二 今野 華 

創立記念日 小野 晃範 中野 一郎 

酒井 誠  

 

タイ農村部の小学校へ識字率向上プロジェクト  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５月５日 図書施設の視察と図書贈呈 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録((((第第第第711711711711回例会回例会回例会回例会))))     大阪狭山大阪狭山大阪狭山大阪狭山RCRCRCRC合同例会合同例会合同例会合同例会                        ････････････････････････    4444月月月月26262626日日日日････････････････････････    

 

[[[[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」 

 

 

 

 

 

 

大 阪 狭 山 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 出 席 者 の 紹 介      

米澤会長よりクラブ会員のご紹介                   

ガバナーエレクト 北中 登一様  

ガバナー補佐   吉川 寿一様 

会長 米澤 清和様 幹事 山田 正人様 西野 栄一様  

    

会長の時間             会長 吉川 美幸 

ガバナーエレクト北中様、大阪狭

山ロータリークラブの皆様、今日

はフェニックスの例会場の方にお

出で頂き、有難うございます。 

今日は、合同例会という事で、楽

しみにしておりました。 

ガバナーエレクトの北中様におかれましては、後、2 か

月余りで、大役を担われます超多忙なこの時期に、卓話

を頂けるとの事、本当に恐れ入ります。今日は宜しくお

願い申し上げます。 

大阪狭山ロータリークラブ様は、次年度のガバナーズク

ラブで本当にお忙しく、充実の１年になりますね。 

 

私達フェニックスの上田会員は、次年度の北中ガバナー

年度の地区代表幹事を仰せつかりました。 

上田会員は現在は、オーストラリアからの交換留学生エ

レンをホームステイでお引き受け下さっています。私達

は、まだ創立１５年ではありますが今まで、沢山の留学

生の方々をお世話をさせて頂き、その中でも、上田会員

と奥様には、本当に大変お世話になっています。 

北中ガバナーエレクト様も、留学生のお世話に長く関わ

っておられると伺っています。上田会員は以前からエレ

クト様と親しくされており、そのご縁で、今回代表幹事

をお引き受けされたと聞いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交換留学生のエレンは、皆様のご協力のお蔭で、楽しい

春休みも終わって、新学期が始まりましたが、これから

も皆様、お時間がある時には、出来るだけ、エリーに関

わって頂けます様、お願い致します。 

今月は雑誌広報月間です。 

今まで何度も、「ロータリー雑誌」について勉強されてお

られると思いますが、少しお聞き下さい。 

ロータリーの友が出来た由来は、今から６０年程前の、

昭和２７年に遡ります。それまで日本は、１つの地区だ

けでした。その日本が、東日本と、西日本と２地区に分

けることが決まった最後の地区大会で、これまで共に活

動をして来たロータリアンが、分離されてからも緊密に

連絡をとりあい、情報を共有して行きましょうという趣

旨で、雑誌を作る事が決まりました。 

この最後の地区大会は、主催者側も、参加者も共に深い

感慨を持って臨んだそうです。 

縦書きにしようとか、横書きにするとか、金額の問題等

が話し合われて、結局、価格は５０円にするけれど、広

告を取って、１００円分の内容のある雑誌にする事が決

まったそうです。 

それとアンケートで、２対１の割合で横書きに決まりま

した。これは、戦後まだ１０年も経っていなかったとい

う時代背景を考えると、横書きになったというこの結果

は、当時のロータリアンがいかに、先進的な考えを持っ

ていたかを知る事の出来るエピソードです。 

それから２０年余り、「ロータリーの友」は、横書きでし

たが、昭和４７年に、左から明けると横書き、右から開

けると縦書きの、現在の形に改訂されました。 

皆さんロータリーの友という名前は、どうしてついた

かご存じですか？。 

第２回の準備会で、投票によって決まりましたが、提案

した遠藤氏は、「主婦の友」にからヒントを得たと述べて

おられたそうです。 

今月の初めに申し上げましたが、現在、１冊２１０円で、

斉唱 ロータリーソング 『我等日本のロータリアン』 

 



 

 

ロータリーの会費と共に払っていますので、自分で買っ

て読んでいると言った意識は薄いと思いますが、ロータ

リアンとしての、３つの義務のうちの一つですので、読

んで頂けます様お願申し上げます。 

最後になりましたが、先日の吉川病院でのチャリティバ

ザーに参加下さり、ありがとうございました。雨の中で

したが、1250名の方に来場頂いて、チャリティバザーは、

１３万２千円程集まりました。 

それと、ポリオワクチンの為の、ペットボトルのふたは、

この袋４つ分集まりました。この４袋は、インターアク

トクラブの初芝立命館高校を通じて、寄付したいと思っ

ています。この活動はこれからも引続き行っていきます。 

来週から、タイのホアヒンに小学校図書館の完成視

察・図書贈呈、タイ・ルンピ二ロータリークラブとの姉

妹締結調印式と、国際大会に行って参ります。来週は休

会で、１週間明き、寂しいですが、再来週報告致します。 

これで会長の時間を終わります。 

 

幹事報告                   幹事 田辺 弘樹  

4年に一度の「国際ロータリー理事」

指名委員に、米田直前ガバナーが地

区を代表する指名委員にご選任さ

れましたのでご報告いたします。 

今年度各委員会は活動報告書の提

出をお願いします。 

タイ・ルンピニRC姉妹締結調印式、ホアヒンの小学校図書

館視察と図書贈呈式について。 

 

次期幹事報告         次期幹事 中井 崇嗣 

・次年度理事役員各位に、第 5 回次年度理事役員会のご案

内を配布・活動計画書の提出のお願い 

 

 

 

 

 

 

卓 話  『青少年交換について』   

北中 登一ガバナーエレクト 

    

    

    

    

遍界遍界遍界遍界（（（（へんかいへんかいへんかいへんかい）、）、）、）、曾曾曾曾てててて隠隠隠隠さずというさずというさずというさずという言葉言葉言葉言葉がありますがありますがありますがあります。。。。    

活動活動活動活動しなければしなければしなければしなければ見見見見えてこないえてこないえてこないえてこない事事事事がががが、、、、活動活動活動活動するするするする事事事事でみえてでみえてでみえてでみえて

くるくるくるくる    

仕事仕事仕事仕事でもでもでもでも、、、、ロータリーロータリーロータリーロータリー活動活動活動活動でもでもでもでも、、、、理屈理屈理屈理屈じゃないじゃないじゃないじゃない。。。。    

    

感動感動感動感動とはとはとはとは、、、、感感感感じてじてじてじて動動動動くとくとくとくと書書書書きますきますきますきます。。。。実際行動実際行動実際行動実際行動するするするする事事事事、、、、そそそそ

のののの行動行動行動行動がががが人人人人のののの心心心心をををを打打打打つのですつのですつのですつのです。。。。    

医師医師医師医師はははは患者患者患者患者をををを助助助助けたいからけたいからけたいからけたいから、、、、助助助助けるためにけるためにけるためにけるために治療治療治療治療するのだするのだするのだするのだ

とととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。２２２２日前日前日前日前（（（（４４４４月月月月２４２４２４２４日日日日））））にににに、、、、堺堺堺堺フェニックフェニックフェニックフェニック

ススススＲＣＲＣＲＣＲＣのののの中井昭宏先生中井昭宏先生中井昭宏先生中井昭宏先生からからからから、、、、東北東北東北東北のののの震災跡震災跡震災跡震災跡（ＲＩ（ＲＩ（ＲＩ（ＲＩ D2520 D2520 D2520 D2520））））

をつぶさにをつぶさにをつぶさにをつぶさに見見見見てきたとのてきたとのてきたとのてきたとの報告報告報告報告をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。１１１１年経年経年経年経ったったったった

今今今今もももも、、、、遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして復興復興復興復興のののの進進進進まないまないまないまない想像想像想像想像をををを絶絶絶絶するするするする現場現場現場現場のののの状状状状

況況況況にににに、、、、心痛心痛心痛心痛のののの思思思思いでいでいでいで帰帰帰帰ってこられたとのってこられたとのってこられたとのってこられたとの事事事事、、、、実際実際実際実際にににに行行行行かかかか

なければなければなければなければ、、、、これほどのこれほどのこれほどのこれほどの衝撃衝撃衝撃衝撃をおをおをおをお受受受受けにならなかったとけにならなかったとけにならなかったとけにならなかったと思思思思

いますいますいますいます。。。。中井昭宏先生中井昭宏先生中井昭宏先生中井昭宏先生をみていてをみていてをみていてをみていて、、、、かつてかつてかつてかつて英国英国英国英国のののの劇作家劇作家劇作家劇作家

バーナードバーナードバーナードバーナード・・・・ショウショウショウショウがががが『『『『有能有能有能有能なものはなものはなものはなものは行動行動行動行動するがするがするがするが、、、、無能無能無能無能

なものはなものはなものはなものは講釈講釈講釈講釈ばかりするばかりするばかりするばかりする』』』』といったといったといったといった言葉言葉言葉言葉をををを思思思思いいいい出出出出しまししまししまししまし

たたたた。。。。有能有能有能有能なものはなものはなものはなものは行動行動行動行動するとするとするとすると。。。。    

    

ご縁があり、ロータリーに入会以来、青少年交換事業に

携わっている。青少年交換事業であるから、原則、出せ

ば受ける。青少年交換には短期交換と長期交換がある。

長期交換の場合は、ビザの取得が必要で、相手国により

預金残高まで提示せよという。フランスに留学する学生

のビザ取得の際、派遣学生受け入れの両方の家族の通帳

の写しを提出せよとのことで、頭にきた私は、フランス

領事館に今亡き北島さんと出かけ、直談判。制度が４月

に変わったとの事、ここで天下のロータリーを知らない

のかと、大使にいうと、反対に天下のフランスを知らな

いのかといわれた。これには参る 

 

学生が美容院と病院の区別がつかない。ホストマザーが、

今から美容院に行ってくるから留守を頼まれた学生、解

放感もあり、テレビを見ていたところ、ホストマザーの

友人から電話があった。お母さんは？。お母さんは美容

院。美容院といったつもりが、病院と相手に伝わった。

それでどこが悪いのとの質問に。頭、頭と言ってしまっ

た。友人が花束を持って見舞いに来た。 

あるとき交換学生が友人の家から帰ろうとしたとき、お

じいさんが出てこられたので、愛想におじいさんお世話

になりましたと挨拶をした。今からどちらへと聞くと、



 

 

おじいさんはにこりともせず、ご＝go＝碁と一言。 

ペーターというデンマークから来た学生が盲腸炎となる。

松原徳洲会病院で手術。診断書を書いていただき、保険

がすぐおりるとの事で医師の診断書をお願いした。その

医師は英語が出来ないので日本語で書くから英語に直し

てくれと言われた。盲腸炎の費用は３０万円、米国では

２００万円、ドイツはただでした。何故か？ドイツのホ

ストファザーが外科の医師であったからです。 

自分自分自分自分がしたくないことがしたくないことがしたくないことがしたくないこと、、、、嫌嫌嫌嫌なことをまずなことをまずなことをまずなことをまず行行行行うことがうことがうことがうことが大事大事大事大事    

 

にこにこ報告           副SAA 中井 崇嗣 

本日はお世話になります。       ガバナーエレクト北中登一様 

これからもご指導よろしく大阪狭山RCの為に ガバナー補佐吉川寿一様 

本日は合同例会ありがとうございます。来年度も何卒よろしくお願い致

します。                 大阪狭山RC会長 米澤清和様 

北中ガバナーエレクトようこそ。卓話楽しみにしています。明日は高野

山RCへ卓話に行って参ります。        米田 眞理子直前ガバナー 

北中ガバナーエレクト様、大阪狭山RCの皆様、ようこそおいで下さいま

した。お忙しい中卓話を頂き、本当にありがとうございます。エリー日本語

上手になりましたね。                 吉川 美幸 会長 

大阪狭山RCの皆様ようこそ！次年度よろしくお願いします。 

片木 修直前会長 

大阪狭山RCの皆様、本日はようこそお出で下さいました。合同例会を楽

しませて頂きます。米田パストガバナー、RI理事指名委員ご就任おめでとう

ございます。                 石田 得子会長エレクト 

今日は大阪狭山 RC との合同例会です。とても楽しみにしておりました。

北中次年度ガバナー、どうぞよろしくお願い致します。  犬伏 幸代会員 

大阪狭山RCの皆様ようこそ堺フェニックスRCへ。エリーが２８日から

高瀬さん宅へ移動します。この３ヶ月会員の皆様には親身になってお世話頂

きありがとうございました。岸和田に行っても時々イベントなどがあれば誘

ってあげて下さい。                  上田 俊夫会員 

大阪狭山RCの皆様ようこそ合同例会楽しみです。   岡田 正一会員 

大阪狭山RCの皆様ようこそお越し下さいました。ごゆっくりして下さい。

北中ガバナーエレクト様、卓話楽しみにしております。  小野 晃範会員 

本日の合同例会に大阪狭山RCの皆様ようこそお越し下さいました。例会

をお楽しみ下さい。                 片岡 富美子会員 

北中ガバナーエレクト、大阪狭山 RC の皆様ようこそ堺フェニックス RC

へ。北中先生、次年度頑張ります。よろしくお願いします。中井 昭宏会員 

北中ガバナーエレクト始め大阪狭山RCの皆様ようこそいらっしゃいまし

た。合同例会楽しみにしておりました。北中ガバナーエレクト卓話楽しみに

しております。米田さん、RI理事指名委員ご就任おめでとうございます。 

中井 崇嗣会員 

大阪狭山RCの皆様ようこそ堺フェニックスRCへ。北中ガバナーエレク

ト殿、今日は青少年の卓話を有難うございました。若いメンバーの方々も交

換学生の対応がやり易く成る事と思います。       田中 眞琴会員 

大阪狭山RC皆様ようこそ。北中ガバナーエレクト卓話有難うございます。                         

三村 文男会員 

 

第2520 地区（宮城・岩手）地区大会に参加して 

内藤 絵梨奈 

平成24年4月21日、22日 中井昭宏会員、中井崇嗣会員、

貝山香純会員と私、内藤絵梨奈で第２５２０地区大会へ参

加させていただくこととなりました。 

 皆様も御存知のとおり、東北は昨年、3月11日東日本大

震災の被災地となっており、2520 地区や大きな災害を受け

た地区で死亡されたロータリアンが16名、ご家族の方も26

名にのぼり、ご自宅や事務所の被害は 600 件近くにもなっ

ているそうです。 

 そのため、やむなく昨年2010－2011年の地区大会は中止

されたそうですが、今年度は『ロータリアンの心を繋ぎ、

復興のために行動しよう』を地区スローガンとして掲げ一

生懸命に復興支援に奔走され、開催される事が出来たそう

です。 

 実際に 2 日目に現地を視察させて頂いた時に見た光景は

被災から 1 年以上経った今でも当時の爪痕は多く残ってい

ましたが、被災当時は私達の想像を絶する凄まじい被害が

あったと思うと胸をしめつけられる思いでいっぱいでした。

しかし、その中でもロータリーの奉仕の理想を失わず、被

災者に対する復興支援を中心にロータリーの奉仕活動を展

開してこられたということは本当に頭の下がる思いです。 

 今現在も被災地はがれきが沢山ある中、少しずつ復旧さ

れてこられているそうですが、まだまだ沢山の年月を費や

すであろうと思われ、私も2520地区大会に参加させていた

だいたことで、一層、被災者の方々へ少しでも何か力にな

れる事があればと改めて思わされる機会となりました。 

『ロータリアンの心をつなぎ、復興のために行動しよう』

その想いを新に、更なる復興へ向けての力と養っていけま

すよう、心からお祈りいたしております。 
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① 津波到達の地としてロータリーで立てられたものです。 

② 住宅の記尾の部分だけがむき出しの状態です 

③ RI会長代理 千 玄室 様 国際ロータリー第２６６０地区 福家 

宏ガバナーノミニー 


