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昨年、ロン・バートンRI会長の指揮の下、「全ガバ

ナーエレクトが財団に寄付する」という目標が成し遂げ

られたことが記憶に新しい方もおられると思います。

今年度も、ゲイリー C.K. ホァン会長エレクトがガバ

ナーエレクトに寄付を呼びかけた結果、昨年に続いて2

年連続の快挙を達成しました。

ガバナーエレクトに加え、クラブ会長エレクトも、金額

にかかわらず財団に寄付することが奨励されています。

このような継続的努力を通じて、ロータリーの奉仕が

さらに広がっていくでしょう。

ポールポールポールポール・・・・ハリスハリスハリスハリス・・・・ソサエティソサエティソサエティソサエティ創立会員創立会員創立会員創立会員のののの皆皆皆皆

さまへさまへさまへさまへ

今年度、ポール・ハリス・ソサエティの創立会員となら

れた9,000人以上の寄付者の皆さまに、心よりお礼申

し上げます。

年次基金、ポリオプラス、承認された財団補助金に

毎年寄せられる1,000ドルのご寄付は、世界中の人々

に末永い変化をもたらすために役立てられます。



ENGAGE ENGAGE ENGAGE ENGAGE ROTARY   CHANGE ROTARY   CHANGE ROTARY   CHANGE ROTARY   CHANGE LIVESLIVESLIVESLIVES

ロータリーロータリーロータリーロータリーをををを実践実践実践実践しししし みんなみんなみんなみんなにににに豊豊豊豊かなかなかなかな人生人生人生人生をををを

5月のロータリーレートは102円です

5月22日今年度アッセンブリーがあります。2013-

2014年度活動報告をまとめていただき5月10日まで

に事務局宛に、提出していただきますようお願いし

ます。

本日は平成26年度米山記念奨学生の康 恵さんが

来られています。世話クラブとしてよろしくお願い

します。またクラブカウンセラーの松本会員、1年

間よろしくお願いします。

地区研修・協議会も開催されました。次年度に向

けての取り組みが始まりました。2014-2015年度は

辻 秀和ガバナーエレクトが2015-2016年度は豊澤

洋太郎ガバナーノミニーがガバナーの職に就かれま

す。ご報告いたします。

また北中ガバナー年度に発足しました「peace 絆

復興支援委員会」が5月 18 日（日）堺（三国ヶ丘

駅）→和歌山駅→「稲むらの火の館」見学（防災に

ついての勉強）→道成寺（石段に刻まれた水位）→

新宮市泊

5 月 19 日（月）新宮市内ホテル→植樹（祈念碑の

廻り）※植樹の際、新宮市の花「浜木綿 ( はまゆ

う )」暖かい海岸に自生する多年草、 夏に白い花

をつける）も植える予定尚、参加希望者は、ガバ

ナー事務所まで申し込み下さい。

復興支援事業を行われますお時間のある方はよろ

しくお願いいたします。

前回の例会で小野晃範財団委員長からお話があり

ましたロータリー財団寄付よろしくお願いします。

◎年次寄付の未だの方は残された5月～6月に100ド

ルのご寄付をお願いいたします。ご協力どうかよろ

しくお願いいたします。

100ドル＝1万200円

なかなか気候が安定しません。現在でもインフル

エンザ感染症が堺地域で認められます。会員の皆様

は感染予防をしっかりと行い。例会にご出席頂きま

すようによろしくお願いします。またSAAよりご案

内がありましたように無断欠席はないようお願いし

ます。

中国の一人子政策で、私は3人家族です。両親と私

です。父親は元の国営企業社員で、定年退職してか

ら、今は自分のコンクリート会社を経営しています。

私は大学から日本語を勉強してきましたので、ぜひ

日本に留学に行きたかったんです。両親も私の留学

の夢を支えてきました。今在籍している中国の広東

外語外貿大学と阪南大学とのダブルマスターのプロ

ジェクトに恵まれて、去年の4月、日本にやってきま

した。

日本での一年間、たくさん勉強になりました。日

本でアルバイトをしながら、学校に茶道部に参加し

ていて、先生に従ってサービスマーケティングを勉

強しています。バイトをするのは日本社会と接触す

る重要な方法だと思っています。しかし、バイトを

やりすぎると、本末転倒になると思います。

米山記念奨学生になったのは本当に幸せなことだ

と思っています。これはご在席の皆様と他のロータ

リアンの皆様のお陰です。この大切な奨学金を無駄

に使わずに、勉強にももっと励んで、ロータリアン

の皆様に学んで、豊かな一年を過ごそうと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。

皆さん、こんばんは

本年度の米山記念奨学生

の康恵と申します。

阪南大学企業情報研究

科の修士2回生です。中

国から参りました



RLIのののの背景背景背景背景

Rotary News（2008年8月号）の中で、クリフ・ダクターマ

ン元RI会長は、ロータリーの世界で最も注目しなければ

ならないことは、ロータリー創始後、100年を経て、近年、

社会構造も変化し、何よりも人や社会に対する意識が変

わって来ていること、特に事業や職業の世界が激変して

いることを考慮すべきだと述べています。

そして、青少年や婦人層のロータリアン世代間の意識

や感覚に大きなギャップが生じており、社会や文化に対

する相互の認識や価値観が違って来て、ロータリー活動

のあらゆる面で、複雑で矛盾した現象を呈していることを

指摘しています。このような、異なった価値観や社会意識

を埋めるためには、私達は、その要因である根本的な問

題点を分析し、充分に話合い、各世代のロータリアンや

ロータリー世界の理解を進めない限り、今後のロータリー

の発展は望めないと思われます。

昨今、日本のロータリーの会員数の減少傾向が止まり

ません。ロータリーに関して、充分な知識を持たないロー

タリアンが増え、話合いも出来ず、充分に理解されないま

ま、ロータリーを去って行く人が多いことは、非常に残念

なことです。そこで、私達は、本当にロータリーを理解し、

ロータリアンとして活動するためには、クラブの底辺から、

一人一人のロータリアンが、自発的に、自覚を持った話し

合いをして、本当のロータリーを理解することが基本的な

課題だと考えます。RIの新長期計画の実践目標でも、

ロータリー活性化の目標として、クラブの柔軟性と刷新性

が強調されています。

RLIのののの目的目的目的目的とととと意義意義意義意義

1992年に始まり、現在、全世界に広まりつつあるRotary

Leadership Institute(RLI）・ロータリー・リーダーシップ研究

会の活動は、まさに草の根の活動であり、RLIはロータリ

アンの知識を啓発し、1人1人のロータリアンのモチベー

ションを高め、リーダーシップを涵養するための全世界の

地区の連合体組織です。

RLIは、ロータリーの組織や活動に関して、正しく、深い

知識を持ち、高い指導能力のあるロータリアンを支援す

るために活動しており、日本のロータリー米山記念奨学

会と同じ様に、RIが承認した多地区合同プログラムです。

2010年度には、RLIはその理念を変更し、「ロータリー・

リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）は、質の高いリーダーシップ

の研修を通じてクラブの活性化を願った、草の根の多地

区合同プログラムである」と致しました。

私たちがロータリアンとして成長し、充実した活動する

ためには、ロータリアン一人ひとりがロータリーを本当に

理解し、自発的なモチベーションを高め、コミュニケーショ

ンや活動を活発にして、クラブの活性化につなげて行く必

要があります。

すなわち、RLIの目的は、ロータリアンの自主性と卓越し

た指導性を涵養し、クラブの刷新性と柔軟性を育て、ロー

タリーを活性化することです。

このようなRLI活動は、私達日本のロータリアンにとって

も非常に重要なことと考えます。私達は、本来のロータ

リー活動を活発に行いながら、RLIの研修も加味して、更

にクラブやロータリアンの理解や指導力を高めて、日本

のロータリー活動の発展を期待したいと思います。

RLIのののの歴史歴史歴史歴史

RLIは1992年にアメリカ・ニュージアージー州（RI・第7510

地区）において、元RI理事のデビット・リンネット氏の発案

で始められた研修組織です。

1994年には、ニュージアージー州で、更に3つの地区が

参加して多地区の活動になり、その後、1998年には31，

32ゾーン（アメリカ北東部、中部太平洋岸、カナダの一

部）まで広がり始めました。

そして、このRLIプログラムは2001年の国際協議会のス

ピーチの中で取り上げられ、指導力成功例としてRIウェ

ブ・サイトに掲示されると共に、2002年3月RIニュース・バ

スケットの記事にもなりました。2004年の規定審議会で

は、決議案04-238にてRLIを RIのパイロット・プログラムと

して採用する様に決議されました。これを受けてRI理事会

は、地区やクラブがRLI及びこれに類似したプログラムに

参加することを推奨するという決議を採択しました。この

ようにして、RLIの活動は自然発生的に伸展し、現在、全

世界の110カ国、約300近い地区に、草の根・ロータリー

研修組織として発展しています。

日本ではD2750、D2830のRLI活動をはじめとして、

D2710、D2770、D2650、D2640,D2730等が活動中で、そ

の他、数地区が地区の承認やRLI本部の承認を得て、活

動開始を進めています。今後、更に、日本の地区でも発

展して行くことと思われます。

RLIのののの研修研修研修研修方法方法方法方法

RLIの研修方法やカリキュラム内容については、RLIの原

則や指導方法に従いますが、世界の各地域や国の文化

や習慣の違いは尊重し、夫々の違いに応じた方法や内

容を加えてよいことになっています。

研修セミナーの参加者は、クラブ会長は、クラブ内の将

来の指導者として成長する可能性を持った優れた素質を

持ったロータリアンや希望者の中から、モチベーションや

リーダーシップの可能性のあるを個別に選んで、RLIの研

修に参加いたします。

また、研修方法は、ロータリーをよく理解し、ロータリー

に対する意欲を高揚するために、参加者にとって、もっと

も都合の良い場所と時間を選び、研修方法は講演や講

義では無く、斬新な討論方法を活用して、参加者による、

草の根（grass roots）のディスカッション方式で行われます。

そして、カリキュラムは、受講者の評価によって、その

効果を見直す必要がありますので、時代の変化に対応

する新しい情報を取り入れながら、カリキュラムは毎年変

更されます。プログラムは３コースあります。どのコースも

項目内容は違いますが、参加者には全部のコースに出

席することが奨励されています。
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出席報告出席報告出席報告出席報告

犬伏 幸代 診療のため

濱田 由美 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

米田 眞理子 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

山本 加容子 仕事のため

田中 範子 仕事のため

砂原 孝史 仕事のため

仲峯 豊 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

吉住 哲洋 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

MakeMakeMakeMake----upupupup報告報告報告報告

米田眞理子 1日 堺フラワーRC

濱田 由美 1日 堺フラワーRC

仲峯 豊 1日 堺フラワーRC

米田眞理子 1日 大阪千代田RC

濱田 由美 1日 大阪千代田RC

仲峯 豊 1日 大阪千代田RC

会長会長会長会長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏 会員会員会員会員

ようこそ、林様、米山記念奨学生 康恵様、堺フェ

ニックスへ。

小山様、慣れて頂けました。本日は急な卓話中井

崇嗣会員有難うございます。

幹事幹事幹事幹事 松田松田松田松田 香純香純香純香純 会員会員会員会員

康 恵様ようこそ堺フェニックスRCへ。一年間どう

ぞよろしくお願い致します。

SAASAASAASAA松本松本松本松本 美和子会員美和子会員美和子会員美和子会員

本日は米山奨学生の康 恵さんをお迎えしてとても

うれしく思っています。これからのご活躍を期待し

てクラブ全員で見守っていきましょう。

会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト 中井中井中井中井 崇嗣会員崇嗣会員崇嗣会員崇嗣会員

康 恵さん堺フェニックスRCへようこそ。

林様ようこそおこし下さいました。

本日は急遽私の卓話となりましたがお付き合いくだ

さい。

内藤内藤内藤内藤 絵梨奈会員絵梨奈会員絵梨奈会員絵梨奈会員

康 恵さんはじめまして。シュウちゃんの後輩だと

聞いて余計にうれしく思いました。よろしくお願い

致します。

上好上好上好上好 まゆみまゆみまゆみまゆみ会員会員会員会員

５月１日米田眞理子先生のお誕生日です。おめでと

うございます。ゴールデンウィークは旅行に行って

きます。

酒井酒井酒井酒井 誠会員誠会員誠会員誠会員

創立記念のお祝いありがとうございました。中井

崇嗣様卓話ありがとうございます。

河野河野河野河野 強会員強会員強会員強会員

本当に欠席ばかりですみませんでした。今年度、残

り二ヶ月ですが、よろしくお願いします。

宮前宮前宮前宮前 美穂子美穂子美穂子美穂子会員会員会員会員

米山奨学生の康 恵さんをお迎えしてとてもうれし

く思っています。どうぞよろしく。



国際大会国際大会国際大会国際大会のののの魅力魅力魅力魅力

ロータリー国際大会は、世界各国から集まるリー

ダーとのネットワークを広げ、地元や海外の地域社

会で行動する人びとと出会う絶好の機会です。

国際大会では、ポリオ撲滅、ソーシャルメディア、

水問題など、各分野で世界的に活躍する講演者のス

ピーチを聞いたり、ワークショップや分科会でリー

ダーシップのスキルを磨き、共通の関心を持つロー

タリアンと交流することができます。また、「ビー

ラボン」友愛の家でのプロジェクト展示で、奉仕活

動のアイデアを得たり、プロジェクトのパートナー

を見つけることができるでしょう。

シドニーは、家族でかけがえのない思い出をつくる

のにも最適の場所です。国際大会への参加とともに、

シドニーのたくさんの魅力をお楽しみください。

ロータリアン

世界中のロータリーの活動成果を実感し、奉仕の効

果を高める方法を学ぶ機会となります。

初めて出席される方

国際大会の醍醐味を最大限に味わうヒントをご覧く

ださい。

ゲスト、ご家族、そのほかの出席者

シドニーは、ご家族で楽しめるアクティビティが満

載です。また、ローターアクター、インターアク

ター、RYLA参加者は、大会前行事へもご参加くださ

い。

ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの皆皆皆皆さまへさまへさまへさまへ

オーストラリアのシドニーで開催される2014年ロー

タリー国際大会は、ロン・バートンRI会長の年度を

祝う機会となります。国際大会への思いを語るロ

ン・バートンRI会長のメッセージをご覧ください。

国際大会への参加を通じて、ロータリーが世界に与

えている影響を肌で感じ、クラブや地区が取り組む

奉仕の質を高める方法を学びましょう。国際大会に

出席する理由は実にさまざまです。

「ビーラボン」友愛の家の展示で奉仕プロジェクト

のアイデアを得たり、プロジェクトのパートナーを

見つける。

家族と楽しい時間を過ごす。 シドニーには、家族で

楽しめるアトラクションが数多くあります。

ポリオ撲滅、ソーシャルメディア、水問題など、各

分野の第一線で活躍する専門家の講演を聞く。

リーダーシップのスキルを高め、職業や人道的活動、

趣味で共通の関心を持つ人とのネットワークを広げ

る。次期クラブ会長のための特別分科会や会長エレ

クト主催リーダーシップ昼食会に出席し、仲間の

リーダーとの交流でアイデアを広げる。

ホスト組織委員会のロータリアンの企画によるシド

ニー観光を楽しむ。

今後の国際大会について情報を集める（特に、2015

年サンパウロ国際大会について）。

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

Ron Burton signature


