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開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘 会会会会 長長長長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏
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ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの綱領綱領綱領綱領

おおおお客様紹介客様紹介客様紹介客様紹介 親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長 田辺田辺田辺田辺 弘樹弘樹弘樹弘樹

岡田岡田岡田岡田 和也和也和也和也 様様様様

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間 会会会会 長長長長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告 幹幹幹幹 事事事事 松田松田松田松田 香純香純香純香純

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 研修研修研修研修リーダーリーダーリーダーリーダー 中井中井中井中井 崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣

卓話卓話卓話卓話 母母母母なるなるなるなる大地大地大地大地 仲峯仲峯仲峯仲峯 豊豊豊豊
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出席報告出席報告出席報告出席報告 副副副副SAASAASAASAA 仲峯仲峯仲峯仲峯 豊豊豊豊

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘 会会会会 長長長長 中井中井中井中井 昭宏昭宏昭宏昭宏

5/225/225/225/22 クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会

5/295/295/295/29 次年度次年度次年度次年度クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会

6/56/56/56/5 卓話卓話卓話卓話 秋山幸子様秋山幸子様秋山幸子様秋山幸子様
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シドニーシドニーシドニーシドニーからからからから「「「「G'dayG'dayG'dayG'day!!!!」」」」

（（（（こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは））））

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。



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。

本日は近畿大学校友会会長である私の大先輩の亀

岡 弘先生がお越しくださいました。ありがとうご

ざいます。

ロータリーは、1979年にフィリピンの子どもたち

にポリオ予防接種をはじめて以来、パートナー団体

とともに懸命な撲滅活動を続け、全世界でポリオ発

症数を99パーセント減らすことに成功しました。今、

あと少しでポリオを撲滅できるところまできていま

す。

昨日、大きな変化がありました。ＷＨＯ＝世界保

健機関は５日、パキスタンやシリアなど１０か国で

ポリオの感染者が増え、ほかの国に感染が広がるお

それがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上

の緊急事態」を宣言し、各国に警戒を呼びかけてい

ます。

ポリオは幼い子どもが感染しやすく手足のまひな

どの後遺症が残る感染症で、ＷＨＯによりますと、

根絶に向けた取り組みを進めた結果、感染が続いて

いる国はパキスタンやアフガニスタン、それにナイ

ジェリアの３か国にまで減っていました。

しかし、シリアやカメルーンなど７か国でも新た

に感染者が確認されたり増えたりしていて、ことし

に入ってからの感染者は７４人と去年の同じ時期に

比べ２倍以上に上っています。

このためＷＨＯは５日、声明を発表し、ポリオの

感染が広がるおそれがあるとして「国際的に懸念さ

れる公衆衛生上の緊急事態」を宣言し、各国に警戒

を呼びかけ、予防接種などの対策を迅速に取るよう

求めています。

声明でＷＨＯは、シリアのような内戦や紛争が続

く地域では、いったんは、ポリオを根絶しても予防

接種が行われずに再び流行するリスクが高いと指摘

しています。

ＷＨＯが感染症のリスクに対して「緊急事態」を

宣言したのは、豚インフルエンザが流行した２００

９年４月以来、５年ぶりです。

ロータリーはこのポリオ撲滅を推進しています。

しかし、撲滅を完全に成し遂げるには、皆さまから

の支援が欠かせません。支援にはさまざまな方法が

あります。わずかな時間でも、長時間を費やしての

支援でも、世界でポリオを撲滅して、子どもたちを

一生ポリオから守るために、“一人ひとりにできる

こと”を実行することが大切です。

世界に１人でもポリオ感染者がいたら、世界中の

子供たちに感染する確率があります。さあ、みなさ

んの支援が必要です。



クラブ指導者の質について：クラブを導く指導者が、

クラブ例会の雰囲気づくり、奉仕と親睦活動のバラ

ンス、クラブの進路や数々の長期目標を支える年次

目標を立てる。そしてその成果に対して、ねぎらい

の言葉をかけてやることが大切ではないか。地区や

クラブにおいて十分な研修を受けた指導者を増やす

こと。入会１年や２年のロータリアンを地区の指導

者育成セミナーや指導力育成プログラムへ駆り出す

のもよいが、中堅ロータリアンを積極的にこのよう

なセミナーやプログラムに参加させ活用することで

ある。クラブの全会員の継続的教育が行われ、クラ

ブ指導者の引継や計画がスムーズに行われる。優秀

な指導者を育成することで、クラブを効果的に導く

ことができる。

この世に戻って脳裡に去来したロータリー２１世

紀になって世界の変化・変貌が一段と早く、そして

激しく政治、経済、社会構造まで揺れ動いている。

私たち現代人はそんな中生きている。

ポール・ハリスの著書「ロータリーの理想と友

愛」に“世界は絶えず変化している。私たちは世界

とともに変化する心構えがなければならない。ロー

タリー物語は何度も書き換えられるでしょう”と

いっている。ポール・ハリスはすでにその後のロー

タリーの行方を見過ごしていたように思われる。親

睦と友情に事業と専門職種の基本価値の導入、奉仕

への道に社会奉仕、アーチ・クランクによりロータ

リー財団、カールミラーにより世界社会奉仕、さら

に青少年交換、ローターアクト、インターアクトな

ど、ポール・ハリスが見た夢は、膨らんでロータ

リー物語は次から次へと書き換えられた。特に近年、

ロータリー物語は、時代の変化・変遷に即応して、

女性会員の入会、ＤＬＰ、ＣＬＰの導入、そして

ロータリー財団の大きな変革などを数えれば枚挙に

いとまがない。

私たちは毎日の生活に目を向けてみると、情報の

氾濫、マスコミ、ニュース、広告、インターネット

などから得られる情報量は驚くべきものがある。し

かし、この情報化時代から現代社会人は、知識の時

代へと移行しつつある。「知識の時代」を明確に特

徴づけるもの、それは終わりのない変化であり、知

識時代は絶え間ない変化の氾濫をもたらし、その周

囲も加速している。その事実について考えてみると

・知識ベースは２，３年ごとに倍増している。

・毎日、約８０００の科学的・技術論文が発表され

ている。

・大学の新入学生がそれまでに見たり読んだりした

情報の量は、その祖父が生涯に経験した情報量より

も多い。

・今後３０年間に起こる変化は、過去3世紀に起こっ

た変化と同じくらいである。

・ロータリーはこうした社会的変化の影響にさらさ

れており、ロータリーもこれに対応しなければなら

ない。

・ロータリーについては、前述のように変化・変貌

し、２０１３年の手続要覧を見れば一目瞭然である。

これからまだまだ、時代と共に変化・変貌していく

ことでしょう。

あのあのあのあの世世世世からこのからこのからこのからこの世世世世にににに戻戻戻戻ってってってって（（（（要旨要旨要旨要旨））））

－－－－あのあのあのあの世世世世でででで夢見夢見夢見夢見たことたことたことたこと－－－－

亀岡亀岡亀岡亀岡 弘弘弘弘

“どこで会っても やあと言おうよ 見つけた時

にゃ おいと呼ぼうよ 遠い時には 手を振り合

おうよ それでこそ ローローロータリー”

この歌は、ロータリーソング “それでこそロー

タリー” の一番の歌詞である。私は本年１月心筋

梗塞であの世に足を踏み入れた。そして訳の解らぬ

うちにこの世に戻っていた。帰ってきてふとあの世

で見た夢ことを思い出すと何とロータリーのことば

かり。やっぱりロータリーが好きだったんだな、愛

していたんだな、ロータリーの亡霊が付き纏ってく

るではないか。あの世で見たロータリーの夢とこの

世に戻って脳裡に去来したロータリーを纏めてみた。

あの世で見た夢

今頃の若いロータリアンの挨拶について：ロータ

リアン同士の挨拶は冒頭に書いたロータリーソング

である。“やあ”が言えない若いロータリアン、

“やあ”という挨拶を元気にしましょう。

クラブの組織はどうあるべきか：国際ロータリー

はロータリークラブで構成されている。クラブは逆

三角錐（正四面体）になっており、一番下の頂点に

会長がいて、ロータリアンを支えている。クラブ会

長の上にクラブ理事会と役員が乗っかっており、そ

の上に各種委員会が存在し、ロータリアンは何らか

の委員会に所属しそこで活動をする。ＣＬＰを採用

しているクラブが多い。効果的なクラブにするため

にはＣＬＰはよいとされている。クラブで理事会は

最高の議決機関であり、年度初めに会長から国際

ロータリーのテーマが伝えられ、今年度はどのよう

な方針で進めるのかの話がある。手続要覧には、会

長は、「クラブ全体を指揮し、会員からの支援を集

めるのに必要なスキルを備えていること」と書かれ

ている。これはトップダウン型で指揮するのではな

くボトムアップ型で指揮せよということを暗に言っ

ていると思われる。会長は一人で何でもできる万能

細胞ではなく、クラブ会員の知識と知恵を、要する

に頭脳を大いに活用せよということである。会長に

はこのような心構えが必要なのである。地区も国際

ロータリーも逆頭脳を大いに活用せよということで

ある。会長にはこのような心構えが必要なのである。

地区も国際ロータリーも逆三角錐になっていなけれ

ば、と思う。
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免除出席者免除出席者免除出席者免除出席者 １１１１名名名名

先先先先々々々々週修正出席率週修正出席率週修正出席率週修正出席率

８１８１８１８１．．．．２５２５２５２５％％％％

出席率出席率出席率出席率
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欠席報告欠席報告欠席報告欠席報告（（（（5555月月月月8888日日日日））））

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

片木 修 所要のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

内藤 絵梨奈 仕事のため MakeMakeMakeMake----upupupup済済済済

山本 加容子 仕事のため

松子 美和子 仕事のため

田中 範子 仕事のため

河野 強 仕事のため

中田 聡 仕事のため

吉川 美幸

MakeMakeMakeMake----upupupup報告報告報告報告

米田眞理子 7日 堺フラワーRC

宮前美穂子 7日 堺フラワーRC

米田眞理子 11日 米山学友会

中井 昭宏 11日 米山学友会

京谷 知明 11日 米山学友会

ガバナーノミニーガバナーノミニーガバナーノミニーガバナーノミニー 豊澤豊澤豊澤豊澤 洋太朗様洋太朗様洋太朗様洋太朗様

rotary Erotary Erotary Erotary E----club sunrise of Japan club sunrise of Japan club sunrise of Japan club sunrise of Japan 

会長会長会長会長 豊澤豊澤豊澤豊澤たつみたつみたつみたつみ様様様様

いつも例会におじゃましてお世話になります。亀岡

先生の卓話も楽しみです。

パストガバナーパストガバナーパストガバナーパストガバナー 米田米田米田米田 眞理子眞理子眞理子眞理子 会員会員会員会員

例会欠席お詫び申し上げます。亀岡先生本日は貴重

なお時間をありがとうございます。お元気になられ

て本日の卓話楽しみにしています。

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

亀岡先生、本日は卓話にお越し頂き有難うございま

す。豊澤ガバナーノミニー、奥様ようこそ堺フェ

ニックスRCへ

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 崇嗣崇嗣崇嗣崇嗣 会員会員会員会員

亀岡様、豊澤様、本日はようこそおこし下さいまし

た。堺フェニックスRCの例会をお楽しみ下さい。

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

本日は、亀岡先生、卓話ありがとうございます。豊

澤ガバナーノミニー、豊澤たつみ様、堺フェニック

スRCへお越し下さり有難うございます。

小野小野小野小野 晃範晃範晃範晃範 会員会員会員会員

亀岡 弘様、卓話有難うございます。豊澤ご夫妻よ

うこそおこし下さいました。これからもどうかよろ

しくお願い致します。

京谷京谷京谷京谷 知明知明知明知明 会員会員会員会員

亀岡先生、本日はありがとうございます。

仁木仁木仁木仁木 順子順子順子順子 会員会員会員会員

こんばんは、亀岡弘様、本日卓話たのしみにしてお

ります。よろしくお願い致します。

濱田濱田濱田濱田 由美由美由美由美 会員会員会員会員

例会に遅れまして申し訳ありません。亀岡様の卓話

に間に合ってよかったです。すばらし卓話ありがと

うございます。

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

この前は家族誕生日のプレゼントを頂きましありが

とうございました。



米山学友米山学友米山学友米山学友 親睦会親睦会親睦会親睦会

康康康康 恵恵恵恵さんもさんもさんもさんも参加参加参加参加



ロータリーファミリーロータリーファミリーロータリーファミリーロータリーファミリー

家族家族家族家族でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ

見どころ満載のシドニーを訪れ、家族やゲストとと

もに一生思い出に残る旅をお楽しみください。国際

大会のすべての行事が開催されるシドニー・オリン

ピック・パークには、子ども向けの公園や遊び場が

あり、ショーも開催されています。ダーリングハー

バーでは、IMAXシアター、ショップ、レストラン、

アジア外で最大の中国式庭園などをお楽しみいただ

けます。疲れ知らずのお子さんがいるご家族は、カ

ンガルー、コアラ、ウォンバットなどの動物たちと

出会えるタロンガ動物園やシー・ライフ水族館など

を訪れてみてはいかがでしょうか。

大会前会議大会前会議大会前会議大会前会議

大会前会議は、ローターアクターや青少年交換役員

など、多くのロータリーファミリーが親睦を深め、

ネットワークを広げる機会となります。

•ローターアクト大会前会議：世界各地からローター

アクターが集い、末永い友情を築きます。

•国際RYLA：若いリーダーを対象としたロータリーの

主要行事である国際RYLAには、さまざまな地域社会

から、若い職業人、ローターアクター、元インター

アクター、RYLA参加者、ロータリー財団学友やその

他の参加者が集います。

•青少年交換役員大会前会議： 青少年交換プログラ

ムに携わるロータリアンが集まり、アイデア交換を

通じて将来の協力関係を築きます。

ゲストゲストゲストゲストをごをごをごをご招待招待招待招待くださいくださいくださいください

国際大会に出席するローターアクターと一部のロー

タリー財団学友は、同じ登録料金でゲストを招待す

ることができます。両親、兄弟、友人、同僚など、

一緒に国際大会を楽しみ、ロータリーやローターア

クトの会員候補者となる人をぜひご招待ください。

国際大会で、「ロータリーを実践し みんなに豊か

な人生を」もたらす様子をゲストにも体験してもら

いましょう。

市内市内市内市内のののの見見見見どころどころどころどころ

アウトドア派からショッピング派、そしてファミリー

派まで、どんな人でも楽しめるのがシドニーの魅力で

す。

シドニーシドニーシドニーシドニー中心街中心街中心街中心街

シドニー観光で絶対に見逃せないのが、シドニー・

オペラハウスとハーバーブリッジのあるハーバー周辺。

シドニー・オペラハウスでは、オペラや舞踊、ロック

コンサート、子ども向けのプログラムなど幅広い

ショーをお楽しみいただけるほか、内部の見学ツアー

も行われています。冒険好きの方は、ハーバーブリッ

ジの頂上まで上るツアーに参加してみてはいかがです

か？そのほかにも、シドニーの楽しみ方はさまざまで

す。

•シドニーシドニーシドニーシドニー・・・・タワータワータワータワーでショッピングや食事、空からの

展望を楽しむ。

•王立植物園王立植物園王立植物園王立植物園で都会の喧騒からのがれ、オーストラリ

アの原生植物やエキゾチックな植物に囲まれてリラッ

クスする。

•現在美術館現在美術館現在美術館現在美術館で現代の先進アーチストの作品を堪能す

る。

•歴史的建造物が残る旧市街地、ロックスロックスロックスロックスで、シド

ニーの歴史を学び、古き時代に思いをはせる。

•アイマックス映画館や中国式ガーデン、ショップ、

レストランが並ぶダーリングハーバーダーリングハーバーダーリングハーバーダーリングハーバーで、家族とのひ

と時を楽しむ。

•世界級の水族館、シドニーシドニーシドニーシドニー水族館水族館水族館水族館の海底トンネルを

歩く。

•タロンガタロンガタロンガタロンガ動物園動物園動物園動物園で愛らしいコアラやカンガルー、ワ

ライカワセミを見る

•シドニーシドニーシドニーシドニー・・・・オリンピックパークオリンピックパークオリンピックパークオリンピックパークで子どもと一緒にス

ポーツやショーを楽しむ

•輝くビーチを散策する。シドニー中心街からわずか

20分の場所にあるボンダイビーチボンダイビーチボンダイビーチボンダイビーチ（Bondi Beach）は、

どこまでも歩きたくなるような砂浜が続く人気のビー

チです。ボンダイビーチからブロンテビーチとクー

ジービーチへと続く遊歩道からは、高台からの絶景が

ご覧いただけます。


