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第７７０回  ２０１３－２０１４年度  第４回目 

７月２５日 １８時３０分 ホテル第一堺 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

国歌斉唱 君が代 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

お客様紹介 親睦委員会委員 岡田 正一 

国際ロータリー第２６４０地区 

ガバナー   久保治雄 様 

ガバナー補佐 谷野一彦 様 

地区代表幹事 堀本欣吾 様 

表彰式 ベネファクター       中井 昭宏 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ 松田 香純 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

委員会報告 奉仕委員長 中野 一郎 

青少年奉仕委員長 内藤 絵梨奈 

ガバナーアドレス ガバナー   久保治雄 様 

ニコニコ報告 副SAA 濱田 由美 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

2014年6月１日～4日 
 

 国際大会に 
    参加しよう 



 紀三井寺は、今からおよそ１２３０年前昔、
奈良朝時代、光仁天皇の宝亀元年（ＡＤ７７
０）、唐僧・為光上人によって開基された霊刹
です。為光上人は、伝教の志篤く、身の危険
もいとわず、波荒き東シナ海を渡って中国（当 
時の唐国）より到来されました。 

 そして諸国を巡り、観音様の慈悲の光に
よって、人々の苦悩を救わんがため、仏法を
弘められました。行脚の途次、たまたまこの
地に至り、夜半名草山山頂あたりに霊光を観
じられて翌日登山され、そこに千手観音様の
尊像をご感得になりました。上人は、この地こ
そ観音慈悲の霊場、仏法弘通の勝地なりとお
歓びになり、十一面観世音菩薩像を、自ら一
刀三札のもとに刻み、一字を建立して安置さ
れました。それが紀三井寺の起こりとされて 
います。 

 その後、歴代天皇の御幸があり、また後白
河法皇が当山を勅願所と定められて以後隆
盛を極め、鎌倉時代には止住する僧侶も五
百人を越えたと伝えられています。江戸時代
に入ると、紀州徳川家歴代藩主が頻繁に来
山され、「紀州祈祷大道場」として尊這崇され 
ました。 
  正式には「紀三井山金剛宝寺護国院（きみ

いさんこんごうほうじごこくいん）」という当時
の名称を知る人は少なく、全国に「紀三井寺」
の名で知られていますが、この紀三井寺とは、
紀州にある、三つの井戸が有るお寺というこ
とで名付けられたといわれ、今も境内には、
清浄水（しょうじょうすい）、楊柳水（ようりゅう
すい）、吉祥水（きっしょうすい）の三井より清
水がこんこんと湧き出して、年中絶えることが
ありません。（紀三井寺の三井水は昭和６０
年３月、環境庁より日本名水百選に選ばれま
した）。西国三十三所観音霊場第２番目の札
所である当寺は、観音信仰の隆盛に伴い、き
びすを接する善男善女は数えるにいとまなく、
ご宝前には日夜香煙の絶え間がありません。 
 特に、ご本尊・十一面観世音菩薩様は、厄

除・開運・良縁成就・安産・子授けにご霊験あ
らたかとされ、毎月十八日の観音様ご縁日を
中心に、日参、月参りの篤信者でにぎわいま 
す。 
  春は、早咲きの名所として名高く、境内から

景勝・和歌の浦をはじめ淡路島・四国も遠望
出来る紀三井寺は観光地としても有名で、古
来文人墨客にして杖引く人も多く、詩歌に、俳
諧に、絵画にと、多くの筆の跡が遺されてい 
ます。 

 紀三井寺は以前、真言宗山階派の寺院で
したが、昭和２６年に独立し現在は、山内・県
下あわせて十六ヶ寺の末寺を擁する救世観 
音宗の総本山となっています。  



  
 本日はお暑い中、インターアクター達のために、
和歌山県紀三井寺までお越し頂きありがとうござい
ます。 
 
 当クラブの提唱しております初芝立命館高校イン
ターアクトクラブも新入会員を入れ５名となりまし
た。これは昨年度石田会長の指揮のもと新世代奉仕
委員会の熱意による努力の賜物と思われます。あり
がとうございました。 
 
 インターアクトクラブ地区ターゲットは 
 For every person’s smiling face 
          ひとりひとりの笑顔のために 
に決定しました。当クラブの提唱しております初芝
立命館高校インターアクトクラブのターゲットは 

 Let us give hope and courage to people 
around us!! 
  希望と勇気を多くの人に与えよう！！ 
に決定しました。 
 
 2012-2013年度インターアクトクラブの活動報告
がまとめられ冊子となり配布されております。彼ら
の１年間の集大成です。お忘れなき用お持ち帰り下
さい。 
  
 本日、記念講演 紀三井寺 副住職の生老病死に
ついてのお話は如何だったでしょうか。人の生まれ
について、生命の神秘について、医学の発展につい
てお話がありました。人は生まれその流れに乗り成
長する。そして老いが始まる、年を重ねるごとに相
手を敬うことを知る。ロータリーの多様性を理解し
相手を尊重することも同じかと感じました。皆さん
は如何だったでしょうか。 
 
 インターアクトの子供たちから堺フェニックスの
ロータリーの人はいつも応援に来てくれていて初立
のインターはいいねと声がでていました。当クラブ
の青少年奉仕にご理解、ご尽力、ご参加頂き誠にあ
りがとうございました。 
 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
例会変更 
堺東ロータリークラブ  
 平成25年8月13日（火)例会は定款第6条第1節(C)
の規定により休会いたします。 
堺中ロータリークラブ  
 平成25年7月31日(水) 例会は定款第６条にて休会 
 平成25年 7月31日（水）例会は夜間例会18時から
「なな菜」堺市堺区北花田口3-1-15東洋ビル1F 
堺フラワーロータリークラブ 
 平成25年7月27日（土）の例会は同日18時から
バーベキュー例会 2012-13年度ガバナー事務所へ
移動例会 
 

在籍者   ３２名 出席者    ８名 

出席計算会員３１名  欠席者   ２３名 

出席免除会員 １名 
（小林） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ９０．００％ 

出席率 
    ２５．８１％ 

出席報告 

Make-up報告 

河野 強 16日 第１回雑誌公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 

砂原 孝史 20日 泉州KUMATORI－REC 

上田 俊夫 20日 堺フラワーRC 

岡田 正一 21日 第1回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員顧問会議 

中井 昭宏 21日 第1回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員顧問会議 

中田 聡 22日 泉州KUMATORI－REC 



2013-2014年度インターアクト年次大会  
                  地区幹事  松田香純 
 
 7月21日和歌山県紀三井寺『ホテルはやし』にて行われました。当ク
ラブからは中井会長、石田直前会長、岡田会員、片岡会員、辻野会員、
仲峯会員、濱田会員、私の計8名参加。ロータリアン総計38名。紀三井 
寺の副住職様の講演の後、紀三井寺の散策をしました。 
 当クラブは初芝立命館高校を提唱しておりますが、提唱クラブ外の
インターアクターも顔を覚えてくださっているのか挨拶をすすんでし
て下さる学生も増えました。特に、中井会長はアクターにとって印象
深いのか、アクターから次々に声をかけられ、自身の進路相談、世間
話をする学生もいました。又、「中井先生と話した。」と学生間で情
報共有している学生もいました。アクターと話をしていて感じたこと
は「ロータリアンは敷居が高い。何の話をしていいのかわからな
い。」との声が聞かれました。私をはじめ多くのロータリアンは決し
て敷居を高くしたわけもなく、年齢はアクターより高いという事実だ
けのはずなんですが…。私も学生時代は、進路に悩み、学生間で話を
するのが楽しかったです。ただ、私とは決定的に違うのは、奉仕する
機会、校外を知る機会、必死に仕事する親以外の大人。特に、企業の
トップクラスで活躍する方と話す機会があるという事。可能性に満ち
た多くの機会があるアクターが私はうらやましいです。また、私もそ
うですが、アクターと話す機会があるのに話さないのはもったいない
とも感じます。学生と接し今どきの考えを知り新しい可能性を見いだ
せるのではないでしょうか？今後は私も積極的に話かけようと考えさ 
せられた年次大会でした。 



プロバスクラブの年次総会に出席 
 
    会 長 中井 昭宏 

 まず、プロバスクラブとは、2008年現在までのところ、すべてのプロバスクラブは世界各地にあるロータ
リークラブのスポンサーにより創立され、そういう意味でいえばプロバスクラブはロータリークラブが設立し
たクラブであると言える。しかしいったん創立した後はロータリークラブからは独立したautonomy（自治独
立）のクラブであると認識されている。実情ではスポンサーしたロータリークラブが創立後のある期間そのプ
ロバスクラブを資金的に援助している場合もあり、また社会奉仕の実践にロータリークラブとプロバスクラブ
が協力し、さらにはプロバスクラブの事務所がロータリークラブのなかにある場合も多い。またロータリーク
ラブの総本部である国際ロータリー(Rotary International)はプロバスクラブの創立については関与 してい
なく、プロバスクラブとの関係についての公式意思表示もまれである。事実、ロータリー発祥の地であり、 
ロータリー活動がもっとも盛んな米国においても、プロバスクラブの数はいまなお十数クラブに過ぎない。 
 プロバスクラブの会員はプロビアン(Probian)と通称する。元来、ロータリー会員（ロータリアン）を高齢
で引退した人達のための親睦の場としてのプロバスクラブという意味あいが多分にあり、ロータリーとの競合
を避けるため、プロビアンは60歳もしくは65歳以上であることが年齢制限とされてきた。しかし、現在では例
えば豪州・ニュージーランドのプロバスクラブなどでは、そうした年齢制限を取り外した。また女性会員も歓
迎され、英本国、カナダ、豪州・ニュージーランドなどでは、Men's Club, Women's Club, Combined Clubと
称し て、それぞれ男性のみ、女性のみ、男女混合の3種類のクラブに分類されている。会員の資格としては、
かって知的職業もしくは管理職にあった人々、もしくはその伴侶であることが望ましいとされる。現状では、
元ロータリアンばかりのプロバスクラブも僅かに存在するが、反対に、過去にロータリークラブと関係がな
かった人々のみがプロビアンとして入会しているクラブも多い。平均して元ロータリアン、もしくは現在も 
ロータリアンを兼ねているプロビアンが約10%ないし20%程度存在すると考えられます。 
 堺プロバスクラブは日本で３３番目に設立されたクラブです。堺おおいずみRCと堺泉ヶ丘RCと当クラブの３
クラブがスポンサーとなり設立されました。当クラブからは周防さん、今野さん、熊取さんの３名が入会され
ておられます。 


