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6 月 14 日出席報告 

 

 

    

    

    

本日の例会 （第 718 回例会） 

2012 年 6 月 21 日(木)18 時 30 分  

場所：たぬき寿司 

司司司司            会会会会 中井 崇嗣 SAA 

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    「堺フェニックス RC の歌」  

おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介             

本日本日本日本日のののの出席報告出席報告出席報告出席報告及及及及びびびび年間年間年間年間のののの出席報告出席報告出席報告出席報告    

                    中井 崇嗣副 SAA    

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         

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                    田辺 弘樹幹事  

理事会挨拶理事会挨拶理事会挨拶理事会挨拶             2011－2012 年度理事役員各位 

乾杯乾杯乾杯乾杯のののの挨拶挨拶挨拶挨拶                片木 修直前会長 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                    河野 強副 SAA    

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

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 「手に手つないで」 

次回の例会予告 （第 719 回例会）

2012 年 6 月 28 日(木)  

定款第６条第１節Ｃ項の規定により休会 

次々回の例会予告（第 720 回例会）

2012 年 7 月 5 日(木)  

    2012－2013 年度 第一例会 

会長・幹事就任挨拶 バッジ引継ぎ 

◆ 各種お祝い 

◆ 米山記念奨学生奨学金授受 

◆ 青少年交換奨学生おこづかい授受 

17：30～ 第 1 回理事役員会 

在籍者      ２８名 出席者    １７名 

出席計算会員   ２２名 欠席者    １２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  ６９．２ ％ 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録((((第第第第717717717717回例会回例会回例会回例会))))                                                                 ････････････････････････    6666月月月月14141414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」 

 

 

 

 

 

会長の時間             会長 吉川 美幸 

今回含め、残す所、あと２回になりまし

た。 

今年度、最後の締めくくりは、今週末の、

福井フェニックスロータリークラブと

の親睦旅行です。今週末に行ってまいり

ます。楽しい思い出になりますようにし

たいと思っています（頑張ります）。 

 

今月は、親睦月間です。 

ロータリーの友の６月号に、沢山記事が書かれていますが、ご覧に

なられましたでしょうか？。 

私は、親睦と言えば、クラブで行う事しか知りませんでしたが、国

際ロータリーには、親睦活動しているクラブは沢山あり、それぞれ

親睦を深めている様です。 

最初、ロータリー親睦活動は、エスぺラント語に、関心を持つロー

タリアンが集まった事をきっかけに、１８２８年に始まりました。 

現在では、ボート好きのロータリアンのグループが、自分達の船に、

ロータリーの旗を掲げ、国際ヨット親睦グループとして、最も長く

活動を行っているようです。 

他には、グルメの会、ワイン会、アイスホッケー、クラッシックカ

―等、１００近くあるようです。 

私がもし、参加するのであれば、カーニバル、パレード等の参加ク

ラブと言う楽しそうなものか、テニスクラブに参加してみたいなと

思います。 

何だか面白そうだと思いませんか？。 

しかしながら、いくら趣味の世界が共通しているからと言って、語

学が出来ない私にとっては、その様なクラブに顔をだす事はハード

ルが高くて出来そうにありません。 

日本語で話して、そのまま英語に変わる、同時通訳の機械が出来る

事を願っています。 

先日、スマートフォンを借りてやってみると、簡単な日常会話は、

無料の通訳ソフトを使って通訳出来る事がわかりビックリしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、まだ多少時間がかかりますので、タイミングがずれる事もあ

り、実用にはもうしばらくかかりそうです。 

でも、文明の進歩は素晴らしいので、私も国際参加できる時代は、

もうすぐそこにやって来ている様な気がしています。 

文明の利器の発展のスピードは速く、私達は恩恵も充分うけていま

す。 

例えばコンピュータや、飛行機などは、なくてはならない存在にな

っています。 

 

でも今日は、反対に文明の発展と共に失われたものにも目を向けて

みました。 

先日、病院の職員が、ＤＶＤで、「マサイ」という映画を観たそう

です。 

内容はさておき、マサイと聞いてイメージしていた通りの、裸で狩

りをして生活している姿が映っていたそうです。 

この文明の進んだ世の中で、本当に今でも、このような生活をして

いるのか？と疑問に思い、マサイ族について少し調べました。 

 

マサイ族は、ケニア南部からタンザニア北部いったいで遊牧をしな

がら生活をしている先住民で、マー語と言う言葉を話し、赤いマン

トが特徴的で、ずば抜けた身体能力を持って、勇敢でプライドが高

く、「サバンナの貴族」とさえ言われている民族です。 

しかし、昨今の、動物保護区拡大、国立公園化が進み、だんだん住

む土地が奪われてきており、今では多くのマサイ族が、首都ナイロ

ビ等に移り住んでいます。 

生活スタイルや、仕事も変化して、今ではマサイ族は、高級腕時計

を見につけ、高級車に乗り、ビジネススーツに身を包み、ビジネス

マンとして生計をたてる人や、怪しい宝石を売買して生活をしてい

る人など、様々です。 

その中でも驚いたのが、朝になると車で、マサイ村に出勤して、村

長の号令で朝礼を行い、本日の旅行客数や、注意点を話し合う等、

まるで本当の観光旅行会社のようですね。勿論、観光案内や、お土

産を売って生計をたてているマサイ族も多いと言う事です。 

ロータリーソング 『四つのテストの歌』 

         ロータリーの綱領                酒井 誠R 財団委員長 

 

 



 

 

まるで、マサイ族を京都の太秦映画村みたいな所でしょうか。 

 

ちなみに狩りをしている姿は見られません。何と言っても、動物保

護区ですから、さすがのマサイ族もつかまってしまうでしょう。 

仕事をするうえで便利という事もあって、携帯電話が普及していま

す。 

サバンナには、多くのアンテナが設置されており、通話には困らず

多くのマサイ族が利用しています。 

普及率は、７０％を超え、中でも、スマートフォンが大人気の様で

す。 

充電は、太陽電池で大丈夫だそうです。 

 

文明の進化と共に、伝統や、文化が消えていく寂しさを覚えます。 

でも報道や、ドキュメンタリーで見る姿、自分で調べた姿、どちら

が本当の姿かはわかりません。 

噂話やメディアの事をすべて信じてしまうのではなく、本当の事を

知りたい時は、自分の目で見て、感じて、調べる事が一番だと思い

ます。 

マサイ族の本当の姿を知りたい所ですが、さすがにケニアまでは行

くことができませんので、もしマサイ族と接することや、マサイ村

に行く事があれば、現状を教えて下さい。 

もし、皆さんが、ケニアに行かれる事があれば、そこで、木の影や、

村の端っこを探して下さい。 

ひょっとしたら、高級腕時計や、高級車がみつかるかもしれません。 

これで、会長の時間を終わります。 

 

 

新世代奉仕委員会          中井昭宏 副委員長 

 

平成24年6月10日に開催されました。

新世代奉仕プロジェクト 

インターアクトクラブ新入生歓迎会

に当クラブからは岡田正一新世代奉

仕委員会委員長、中井崇嗣次年度幹事、

貝山香純次年度新世代奉仕委員会副

委員長、内藤絵理奈次年度新世代奉仕委員会副委員長が出席して下

さりありがとうございました。 

インターアクターから何げない質問がありました。昼食をとって帰

ってしまうロータリーの人はどうして帰るんですか？当クラブで

はないことですが、インターアクターに聞かれたら、どうお話しさ

れますか？ 

 ローターアクト地区大会に米田眞理子直前ガバナー、岡田正一地

区副代表幹事、上田俊夫次年度代表幹事が出席して下さりありがと

うございました。 

 この一年間、新世代奉仕にご尽力頂きまことにありがとうござい

ました。 

 

幹事報告                田辺 弘樹 幹事 

 

大阪府「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

財団法人麻薬覚せい剤乱用防止セン

ターが「新国連薬物乱用根絶宣言」支

援事業として6月20日～7月19日ま

で実施するものです。この間例会場に

募金BOXを設置し、この運動と連携し

募金活動を実施します。御協力をお願いします。 

近隣クラブ例会変更のお知らせ 

堺RC  平成２４年６月２１日（木）→同日１８：３０～最終例会：

ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ堺３階 春慶 平成２４年６月２８日（木）→定款第

６条１節Ｃ項の規定 休会 平成２４年７月１９日（木）→同日１

８：００～ビアパーティ：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ堺３階 利休 

 

 

次年度理事会より 

次年度、今野華会員に変わり会員増強・維持委員会委員長に内藤絵

梨奈会員が承認されました。 

 

 

卓話 『私とロータリークラブ』        田辺 弘樹  

私が入会してから、はや4年が過ぎようとしておりますが、4年前

は自己紹介を兼ねた卓話のお時間をいただき、生い立ちから当時に

至るまでをご説明しましたが、そこから新しく入った方も大勢いら

っしゃるので、振り返りがてら、私がどうしてロータリーに入るこ

とになったか、当時はどういう状況だったか、はたまた4年目に幹

事を仰せつかり、どう感じたかなどをお話ししたいと思います。 

まず、私が堺フェニックス RC に入会するきっかけは、7 年ほど前

に田中眞琴会員の会社に私が一年お世話になったことから始まり

ます。 

田中会員から、堺フェニックスRCのHPをボランティアで作れとご

指示があり、そこから堺フェニックスRCとの接点が生まれた訳で

ございます。何度か事務所に出入りするにつれ、会員の皆様と顔見

知りになりました。 

このような経緯を経て、めでたく堺フェニックスRCに入会できた

訳ですが、入会当初、30 代の会員は私一人であり、クラブ内でど

ういう立ち位置におれば良いか、また周りが年輩の方ばかりなので、

どう過ごせば良いか戸惑ったものでした。 

本当でしたら、ロータリアンになるような年齢でもないわけで、そ

の諸先輩方の寛容さが、こんにちの若手会員の増強につながってい

るのではないかなと思います。 

分からないまま、ロータリーライフも2年が過ぎ、分からないまま、

米田さんのガバナー年度に突入しました。このあたりが私のロータ

リアンとしての第一の転機だったと思います。 

クラブ単位から地区単位に、視野が広がり私とロータリーの距離を



 

 

すごく近づけたように思います。 

 

私のロータリーライフの転機の2つ目は、今年度の幹事にありまし

た。 

当時、会長の吉川さんとは一度だけお会いしたことがありました。 

どういう人かまでは理解しておらず、顔は知っている程度の面識で

ありました。 

ただ、お世話になっていた田中会員から、吉川さんのサポートをよ

ろしくと云われ、まずは義理でOKしたまででした。 

私の中で、幹事とは会長を全力でサポートする者で、知らない人と

一年間業務をこなせるか心配でありましたし、あまりやりたくもな

かったのが本音でした。ただ今となっては、OK して良かったと心

から思います。 

きっかけはどうであれ、この一年、幹事としてサポートできたこと

を幸せに思います。それは会長と幹事、いいことも悪いことも、二

人三脚で歩むこと、いわゆる共感・共同を学んだことにあると思い

ます。 

私は職業柄、一人で作業・運営することが多くあるので、他人の二

人三脚などということは、経験したことがなかった訳です。まして

や、日々毎日電話連絡し、密に関係を保つなぞ、考えもしなかった

ことでした。 

単に会員だけの関係と、会長幹事の関係は一味違うものだというこ

と。 

この一年、幹事をすることによって得られた、吉川会長と人間関係

が築けたことや、会員の皆様と触れ合う機会は多くなり、一会員の

時よりも人間関係が密になったことは、この一年が私の一生の財産

となることと思っております。 

 

次に、この一年は組織というものを学んだ一年でもありました。 

組織の先頭に立つ者、またそれをサポートする者は様々なことに配

慮すべきであるということ。 

ましてや、上下関係のないロータリークラブなら、なおさら平等で

あるべき認識を前提として行動・判断すべきであるということ。絶

えず己の利益でなく、クラブの利益を念頭に置き、行動すること。 

今となっては、頭で理解していることですが、幹事が始まった当初

は、失敗し、それを注意され、学んでいくことに精一杯で、クラブ

員の方には、その分ご迷惑をかけたことと思います。 

またまた前述したとおり、組織に属したことのない私にとっては、

その組織というものが非常に煩雑であったり、不自由な感じを受け

たこともありました。 

組織を運営するにあたり、線引きという全会員が統一した意識は欠

くことはできない。 

ある人だけが突出することでなく、全員がひとつとなるべく運営す

ることが、矢面に立つものの責務だということを学びました。 

頭では前から分かっていたことでしたが、実際経験し、感じること

により、己の実になったことと思います。 

 

今年度、幹事と言う御役目を任命いただき皆様には本当に感謝して

おります。 

会員の皆様へは当然ながら、こんな拙い幹事と一年間共に過ごして

いただいた吉川会長にはお礼の言葉が見当たらないほどです。 

幹事として、皆様と過ごしたこの一年は良い経験となりました。 

今年度、終盤に仰せつかった卓話のお時間をお借りし、ただ一度だ

け己の心情を素直にお伝え致しました。 

 

ありがとうございました。 

 

 

にこにこ報告          中井 崇嗣 副SAA 

  本日今年度例会最後になります。次週は大阪労災病院５０周年

式典、高石ローターアクトクラブチャーターナイトのためクラブ最

終例会欠席します。御詫び申し上げます。会長幹事クラブ理事役員

の皆様、今年度本当にご苦労様でした。大変お世話になり有難うご

ざいました。            米田 眞理子直前ガバナー 

 

  今年度このホテルで最後の例会になりました。少しさみしい気

もしますがホッとしている気持ちの方がず～～っと大きいです。今

日は田辺さんの卓話楽しみです。        吉川 美幸 会長 

 

  吉川会長田辺幹事！いよいよ来週で今年度終わりですね!本当

にお疲れ様でした。週末の土日福井へ行ってきます。楽しんできま

す。                    河野 強 会員 

 

田辺幹事、卓話楽しみにしております。  中井 崇嗣 会員 

 

 

 

インターアクト委員会 委員・顧問会議 

地区幹事 中井昭宏 

 

平成24年6月16日にインターアクト委員会 委員・顧問会議が開

催されました。今年度の総括と次年度の予定・活動について会議が

行われました。当クラブからは、上田俊夫次年度代表幹事、岡田正

一インターアクト委員が出席されました。会員のみなさまにお願い

です。次年度は必ず１回はインターアクトの地区行事に参加をお願

いします。また昼食を共にとり、昼からの交流行事に参加して下さ

い。 

 

第２１回 源流セミナー in 大阪府堺市 

次年度副代表幹事 中井昭宏 

 

平成２４年６月１６日（土）に堺では初めて、ロータリーの源流か

ら発足した源流の会のセミナーが大阪府国際障害者センター ビ

ック・アイで開催されました。全国から、そして堺から多くのロー

タリアンが参加されていました。 



 

 

 大澤ガバナー挨拶 

開会は国際ロータリー第2640地区 大澤德平ガバナーの挨拶で始

まりました。いつもながらのマイクを使わず大きないいお声でお話

しをされていました。 

 

講演会 

 米田PDG講演 

当地区の米田眞理子直前ガバナーの人道的支援、これは東日本大震

災の発生時に当地区で実際に行われた支援活動について講演され

ました。 

 石井PDG講演 

国際ロータリー第 2680 地区 石井良昌 PDG の二つの奉仕の理想 

モットーについて、わかりやすいお話で勉強になりました。田中 

毅PDGのシェルドンの思考、職業奉仕の原点はロータリー学として

田中 毅PDGの思考が学べたように思いました。 

 田中PDG講演            

 

 

 

 

                   

 

今回の源流セミナーに堺フェニックスからは準備に米田眞理子

PDG、岡田正一次年度地区副代表幹事、中井崇嗣次年度地区幹事、

貝山香純次年度地区幹事、内藤絵梨奈次年度地区幹事、そして私中

井昭宏次年度地区副代表幹事がお手伝いをさせて頂きました。講演

会には上田俊夫次年度地区代表幹事、小野晃範前地区代表幹事、片

木 修前地区財務委員長、石田得子次年度地区幹事、松本美和子ク

ラブ職業奉仕委員会委員長、小林雄志会員、新入会予定者の中田 

聡様が熱心に聴かれていました。京谷知明ロータリーの友地区委員

が取材をされてました。講演会の案内板を看板を河野 強会員が提

供して下さいました。 

 

 

米田眞理子PDGの講演の中で、戦略計画として、地域の人々の生活

を改善したいという情熱を社会に役立つ活動に注いでいる、献身的

な人々の世界ネットワーク、そしてその中に、それぞれの目標があ

ります。ただ最後にロータリー活動に熱意をもって取り組むことこ

そが、現在のロータリーに必要なことだと、クラブで私は米田眞理

子 PDG にロータリーについて多くのことを学ばさせて頂いており

ます。米田眞理子PDGと同じように明確な回答をご教授頂けるロー

田中PDG講演 



 

 

タリアンが地区に何人おられるのだろうと考えることがあります。

ロータリーの活性化について考えるなら、今のロータリーの現状を

見据えて、どうするべきなのかロータリアン全員が考えなくてはい

けないと、今回のセミナーに参加して思いました。 

 

また人道的支援について当地区の地区大会に国際ロータリー第

2530 地区の大橋廣治 PDG が感謝のご挨拶に来られたことは、みな

さんの心に残っておられると思います。逆に心に無い方は他人事だ

と考えられたのでしょう。ロータリー活動において、出でて奉仕を

すれば必ず繋がる、不思議なことです。当地区が支援活動を行った

国際ロータリー第2520地区の地区大会は3.11震災で中止となりま

した。そして１年が経過し地区大会が今年の４月に開催されました。

以前週報に掲載しましたが、堺フェニックスの有志で地区大会に参

加させて頂きました。そのご縁で継続して支援活動が続いている。

続けていかなければならない。現在の被災地にあった支援を、堺フ

ェニックス、そして2640地区で。 

 

懇親会 

 

たぬき寿司さんからケータリングサービスをお願いしました。和気

あいあいとした懇親会で、堺フェニックスからスピーチをと米田眞

理子PDGにお話があり、小生が指名されましたので日本酒を５合頂

いた後でしたが壇上に上がり堺フェニックス自慢をさせて頂きま

した。 

当クラブは会員が30～80歳と幅が広く特に30代40歳代の会員が

チャーターメンバーの指導を受けながらクラブ、地区の運営に携わ

っています。女性会員も多くきめの細かいサポートがあります。若

くても実績と技量と知識を学び続け、ロータリーの活動に熱意を持

ち行動する会員が多くいます。そして支援活動を継続するために被

災された地区のロータリアンと地域の方々のニーズに応えるべく

行動しています。どうぞ堺フェニックスのホームページをご覧くだ

さいと、そして行動する人がクラブ、地区を超えて活動すると。 

当クラブは次年度も地区役員が多く、なぜか？  

『行動するかです。』 

源流セミナーで全国から来られ方に、堺を知ってもらうべく堺観光

の企画を米田眞理子PDGがされました。コースは大澤德平DG所有

の堺能楽堂、国際ロータリー第2660地区岡部泰艦DG管主の日蓮宗

本山妙国寺、仁徳天皇陵、千利休、与謝野晶子とゆかりの地を観光

されました。 

 

青少年交換学生 エレンブルックスさん 

       クラブ青少年交換カウンセラー 内藤絵梨奈 

 

平成２４年６月１６日の深夜に関西国際空港に、青少年交換学生で

オーストラリアから和泉高校に学びに来ているエレンブルックス

さんのお母様が来日されました。空港までは上田俊夫次年度代表幹

事とオーストラリアに青少年交換学生として行っている高瀬梨沙

さんのご家族がお迎えに行って下さいました。現在、高瀬梨沙さん

のご家族がエレンのホストファミリーとしてロータリー活動にご

尽力して頂いております。夜遅くに歓迎のお迎え、本当にお疲れ様

でした。 

 

 

青少年交換学生 高瀬梨沙さん 

クラブ青少年交換カウンセラー 貝山香純 

 

先日、高瀬さんよりホストファミリーが農場経営の方に変わり体に

異変があると連絡がありました。症状は顔面の浮腫です。写真から

推測するとアレルギー反応のように思われました。ホストファミリ

ーに連絡し病院受診を促しましたが、結果はドラックストアーで薬

を購入し、ようすを見たようです。ここで緊急医療体制委員会の勉

強会で海外では未成年は親の同意書および既往歴がわからない場

合は診療を拒否できることになっています。再度、報告し確認が必

要だと感じました。 

 

2012-13年度RIテーマ、「奉仕を通じて平和を」を発表し

た田中作次RI 会長エレクト。 

 

http://www.rotary.org/ja/mediaandnews

/news/pages/120116_ia12_theme.aspx 

RI ホームページに中井 昭宏会員が投稿し

たメッセージが掲載されました。 

 

 

 『RI 会長が日本人であることに、どれだけロータリーアンが感動を覚

えたでしょう。当クラブでは若い新入会員の教育に力を注いでいます。

田中RI 会長の『奉仕を通じて平和を』のテーマで、何を考え、何がで

きるか、何をするか、多くのことを考え行動したいと思っています。平

和を守り続けていくことの大切さを！多くの新世代との係わりの中

で！お体ご自愛ください。』 

 

 


