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１月３０日 １８時３０分 茶房カオル 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 奉仕の理想 

お客様紹介 親睦委員長 田辺 弘樹 

国際ロータリー第2640地区 

ガバナーエレクト 辻 秀和様 

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 猿田 槙男 

クラブフォーラム 

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  

日本の各地区の次年度ガバナーの方々 



 
 1 月はロータリーについて正しく理解することを
特に強調する月間です。ロータリーで最重要なキー
ワードは守るべき唯一の目的、ロータリーの目的で
す。その基盤とされているのは「奉仕の理想」であ
ります。しかしながらその説明はどこにもありませ
ん。過去に唯一、公式名簿の裏表紙に、チェス
リー･ペリーが書いたと言われる一文が2008-09年度
まで載っていました。そこには、「Ideal of 
Service （奉仕の理想）」とは“thoughtfulness 
of and helpfulness to others”とあり、即ち「他
者への思いやりと手助けである」とわかりやすい説
明です。しかし、これだけでは、職業人の組織であ
るロータリーでは一般奉仕概念の表現にとどまると
思います。  
  
 日本では、敵性語を日本語化せよとの大戦直前の
圧力によって、原語“Service”を「奉仕」と訳さ
ざるを得なかったごとく、ロータリー用語の日本語
訳には多くの違和感が存在することになりました。
日本語（漢字）でロータリーを語ると大きな誤解を
生じることがあり、「奉仕」も日本的に自己犠牲を
前提とするものではなく、共存共栄の原理で常に他
人の役に立とうと考え実践しようという、人間とし
て最も尊重すべき理念だと考えるのが正しいでしょ
う。  
 
 他方で、奉仕の理想を表す、より理論性がある表
現は、1923 年、セントルイス大会決議34 号（通称 
23-34）にあり、当時紛糾していた“I serve”派と
“We serve”派、実業倫理派と宗教倫理派との争い
を見事に解決し、ロータリーの理念と実践原則の大
方針を示し、現在でもその意義と効力を維持し続け
ています。23-34 の第一項目には、「ロータリーは
利己と利他の調和を求める人生の哲学である。それ
は『超我の奉仕』の哲学であり、『最もよく奉仕す
る者、最も多く報いられる』という実践的な倫理原
則に基づくものである」とあります。前者コリンズ 
 

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

 
 本日臨時理事会を開催致しました。2月からは移
動例会以外通常の例会はすべてホテル第一堺にて行
われます。それに伴い座席や食事の用意があります
ので欠席時は必ずご一報ください。また下半期会費
についても決定いたしましたので納入のお願いをお
送 り 致 し ま す 。 よ ろ し く お 願 い が い い た 
します。 
 
 平成26年2月13日の例会は15日(土)は堺かるた大会
のプロジェクトに例会変更です。時間は10時から場
所は熊野小学校にて行われます。出欠ご記入 
お願いします。 
 
 平成26年2月16日インターアクト三者交流会、羽
衣学園中.高等学校にて行われます。昼食有無も合 
わせてご記入ください。 
 
 平成26年3月20日(木)の例会は18日(火)互輪会ゴ
ルフ大会へ例会変更です。場所は天野山カントリー
クラブです。ゴルフに参加する会員様、お手伝いに
参加する会員様それぞれ出欠ご記入お願い 
します。 
 
 近隣クラブ 
堺清陵ロータリークラブ 
平成26年1月30日(木)の例会は定款第6条第1節の規
定による休会です。 
 

 
の“Service Above Self（元は“Not Self”）と、
後者シェルドンの“He(One) Profits Most Who 
Serves Best”は、まさに一体となって奉仕の理想 
を表現しているものと思います。 
 
 ロータリーは奉仕をする職業人の集まりです。
ロータリーを正しく理解し、今自分がしたい奉仕を
教えて下さい。そのプロジェクトをやっていきま 
しょう。  



   

今日はROTARYというタイトルで卓話依頼を受けまし
たので、若輩者ですが私の短いロータリー経験の入
会からこれまでの活動で得た気づき等をお話させて
頂きたく存じます。 
 
まず、入会は2011年5月12日、いくつかのJCからの
お誘いを頂いていた時に叔父である現会長の中井昭
宏会員から堺フェニックスRCを紹介してもらったの
がきっかけです。もともと「人の役にたちたい」と
いう気持ちはありましたので入会が許されるなら叔
父の勧めるロータリーで、と思いました。 
 
1年目。最初は訳もわからず例会へ．．．出席する
事が大切と教わり、出席する事に務めました。その
まま地区行事へも出席。参加しているうちにだんだ
んとロータリーがどういう活動をしているのかがわ
かってきた様な気がします。 
 
そして入会半年強が過ぎ、次年度幹事の依頼を受け
る。頼まれ事は試され事、と思い石田会長年度の幹
事をお引き受けさせて頂きました。 
 
震災後の仙台に訪問。そこで震災の爪痕を直に拝見
し被害の大きさを目の当たりにしました。阪神大震
災を高校3年の時に体験し、その大変だったことを
思い出しました。そんな被災地の皆様にロータリー
がさせて頂いている事を知りました。また晩餐会で
は元裏千家家元の千玄室様とお会いでき、ロータ
リーにいることで普通ではお会いする事も出来ない
方々とお会いしお話をお聞きする事ができる事を実
感しました。 
 

 
そして国際大会に初参加。タイでの国際大会に参加
させて頂き、姉妹クラブや世界各国のロータリアン
の方々と触れ合える素晴らしさを体感しました。 
 
幹事。初めてクラブの運営について勉強する機会を
得る。知らない事だらけ、諸先輩のアドバイスやご
協力を頂き助けられながら務める事が出来ました。 
まだまだ知らない事だらけですが、徐々にわかって
きました。 
 
そして2回目の国際大会。ポルトガル・リスボンで
の国際大会に参加。強行日程で大変でした。しかし
米田パストガバナー初め親子孫クラブのロータリア
ンの皆様で行われたお琴の演奏会のお手伝いをさせ
て頂きました。田中RI会長もとても喜んでおられま
した。 
 
私としては同じクラブの砂原会員と共に時間を過ご
させて頂き、例会などでは話せないことなど、いろ
いろ話す事ができとても良い親睦をはかる事が出来
ました。 
 
これまでの気づきですが、ロータリアン含め多くの
方とので交流を通じて、自己成長させて頂いている
こと。自ら進んで行う事の大切さ、コミュニケー
ションの大切さ等、まだまだありますが、多くの気
づきを頂きました。 
 
次年度会長をさせて頂く予定ですが、会長年度には
地域の皆様と協力して行うプロジェクトができれば
と考えています。例えば堺かるたの拡大、大仙公園
でのイベント等。何をするにもクラブ会員の皆様、
近隣クラブ会員の皆様、そして地域の皆様の協力が
なければできません。若輩者ですが、皆様のご協力
を頂き地域の皆様にも喜んで頂ける活動が出来れば
と存じます。よろしくお願い致します。 

私とロータリー 
 中井 崇嗣会員 



にこにこ報告 

在籍者   ３４名 出席者   ２１名 

出席計算会員３２名  欠席者   １１名 

出席免除会員 ２名 
（小林・石田） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ８１．８２％ 

出席率 
    ６５．６３％ 

欠席報告（1月23日） 

出席報告 

犬伏 幸代 療養のため 

内藤 絵梨奈 仕事のため Make-up済 

中野 一郎 仕事のため Make-up済 

吉住 哲洋 仕事のため Make-up済 

米田 眞理子 仕事のため Make-up済 

山田 真樹 仕事のため  

片木 修 

田中 範子 仕事のため 

京谷 知明 仕事のため Make-up済 

河野 強 仕事のため 

吉川 美幸 

Make-up報告 

中野 一郎 26日 米山記念奨学生選考会 

米田眞理子 26日 米山記念奨学生選考会 

内藤絵梨奈 27日 泉州KUMATORI-REC 

吉住 哲洋 28日 東京米山REC2750 

会長 中井 昭宏 会員 
今月はロータリー理解推進月間です。しっかり 
ロータリーを知って頂きたいと思います。 
 
幹事 松田 香純 会員 
 毎日寒い日が続きますね。体調を崩されません
ようお体ご自愛下さい。欠席時は必ずご連絡くだ 
さい。 
 
猿田 慎男 会員 
 堺カルタよろしく。2月15日です。 
 
宮前 美穂子 会員 
 15日の堺かるた会 楽しみにしています。トン 
汁のお手伝いも頑張ります。 
 
片岡 富美子 会員 
 先週の合同例会風邪ひきのため参加出来なくて 
申し訳ありません。 
 
上好 まゆみ 会員 
 ロータリーの資料集贈呈を頂いてありがとうご 
ざいます。 
 
山本 加容子 会員 
 カルタ会出席できなくてすみません。皆様頑 
張ってください。本日の卓話楽しみにしています。 
 
仁木 順子 会員 
 遅れて申し訳ございませんでした。 
 
濱田 由美 会員 
 例会に遅刻して申し訳ありません。風邪がは 
やってますので体に気をつけてくださいね。 



ロータリー・ファミリーの皆さま 
 
 こんにちは。2014年の第105回ロータリー国際大会
は、2014年6月1～4日、オーストラリアのシドニーで
開催されます。皆さまとシドニーでお会いし、「ロー
タリーを実践し みんなに豊かな人生を」の2013-14
年度テーマを実現できることを心から願っております。 
 
 国際都市のシドニーは、東西を結ぶ一つの拠点と言
えるでしょう。街中ではシドニー・オペラハウスや
ハーバーブリッジの壮観な建造物を楽しみ、都市部か
ら足を延ばすと光あふれるビーチやブルーマウンテン
の大自然を満喫することができます。ワインの産地、
ハンター・バレーを訪れるのもよいでしょう。大会前
の3日間と、大会後の1日間は、ニューサウスウェール
ズ州政府から提供される無料の公共交通機関サービス
を利用して、さまざまな場所を訪れることができます。
オーストラリア国内には、グレート・バリア・リーフ、
グレート・オーシャン・ロード、キャンベラ、メルボ
ルン、ブリズベン、ゴールド・コースト、アデレード、
パースなどの素晴らしい観光地がたくさんあり、お好
みに合わせて素敵な旅をご計画ください。 
 
 ロータリーだからこそ得られる楽しみや親睦、貴重
なプログラム、世界レベルのエンターテイメントと郷
土料理、そしてオーストラリアの大自然を体験するた
めにも、ぜひ国際大会にご登録ください。「ロータ
リーを実践し みんなに豊かな人生を」のテーマを通
じて、一緒に最高の時を楽しみましょう。 
 
心を込めて 
 
 
 
 
 
 
ロン・バートン 
RI 会長、2013-14年度 

 
 

シドニーから「G'day!」（こんにちは） 
 
カジュアルで洗練された街シドニーは、ビーチや公
園、庭園、美しい景観など、まさに自然愛好家のパ
ラダイス。さらに、シドニーから一歩足を伸ばせば、
ダイナミックな自然と文化が観光客を魅了します。 
 
見どころ 
 
シドニーの一番の見どころは、有名なオペラハウス
やハーバーブリッジが壮観な姿を見せるハーバー周
辺です。クライミングスーツに身を包んで「ブリッ
ジクライミング」に挑戦したり、タロンガ動物園で
コアラやカンガルーを間近に見るなど、シドニーな
らではの楽しみ方がたくさんあります。  
 
シドニーから車で2時間ほどのところには、世界遺
産に指定されているブルーマウンテンズがあります。
「ブルーマウンテンズ」という名前の由来は、ユー
カリの樹海から発生する霧状の油分が太陽光を反射
することで、山がにわかに青白く霞むことから来て
います。 
 
ナイトライフとレストラン 
 
オーストラリア人はバーベキュー好きで有名ですが、
シドニーには、そのほかにも世界中の民族料理が味
わえるレストランが数多くあります。また、人びと
で賑わうバーやクラブなど、ナイトライフも充実し
ています。 

大会会場 
 
2014年国際大会のすべての行事と活動が、シドニー・
オリンピックパークで行われます。この会場は、中心
街から西に約16kmの場所に位置し、バス、電車、フェ
リーで移動することができます（ Circular Quayから
フェリーに乗った場合、途中でバスに乗り換え）。 
 
シドニー・オリンピックパークは、2000年に開催され
たオリンピックのために建設された多目的施設で、現
在は、スポーツイベント、文化行事、ビジネス会合の
ために使用されています。パーク内には、10の施設が
あり、それぞれの間を専用の交通システムを使って移
動することができます。機能性の高い会場の周りには
緑も多く、多様なニーズに応えることが可能です。ガ
イド付きツアーなど、関連情報はこちらから。 


