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「クラブレベルフォーラム・

社会奉仕部門」
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!

Sing,everyone,sing.Sing,everyone,sing.

Let’s get together in all kinds of

weather and sing,everyone,sing.

Smile,everyone,smile.

Smile,everyone,smile.

All of your troubles will vanish like

bubbles,so smile,everyone,smile.

Serve,everyone,serve.

Serve,everyone,serve.

Serving humanity,Rotary’s

destiny,Serve,everyone,serve.



先日会長会議がありました。ガバナー事務所が田辺な

ので毎回小旅行となります。会議のテーマのひとつとし

て「今年度やりたいこと（＝強調事項）」があり、どの

クラブも会員数が減ってきていることから会員増強を挙

げておられました。ロータリアンの数も昨年末で2200名

前後に減少していると思われます。したがってどのクラ

ブも「退会防止」「女性会員」「再入会」という対策を

考えておられます。また地震・津波の情報とその対策と

いったものや、例会の充実、家族を巻き込んでの活
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ロータリーソング「手に手つないで」

唱歌「うみ」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話「クラブレベルフォーラム・

国際奉仕部門 」

国際奉仕 櫻井 昇委員長

世界社会奉仕 加藤 二朗委員長

ファンド 伊丹 克介委員長

動というのもありました。

そして、二つ目に「これからこんなことをしてみたいこ

と（＝希望事項）」としては、うちのクラブは「ロータ

ーアクトへの支援」を発表してきましたが、「小・中学

校のモラル改善（見えないところで問題が山積している

と思われる）」「乳幼児の情操教育」「活性化」につい

てなどがあげられました。

三つ目のテーマとして、各会長が不安に思っていること

としては「ガバナー補佐とのコミュニケーション作り」

「地区委員の選出方法への疑問」「ポリオ対策」の問題

が挙げられました。「ポリオ」についてはビル・ゲイツ

氏の寄付とのマッチングはどうなるのか、といったこと

がありました。また、IMに関してもありましたが、これ

については土曜日に近隣の会長会議がありますので、

あわせて報告をさせていただきます。

会員数４４名 出席義務会員数４０名

7月15日 出席会員３３名 82.50％

７月 1日 MUを加えて 90.00％

岡本桂四郎会長

お客様：中井義尚様

●例会臨時変更並びに休会の案内

岸和田東RC・泉佐野RC・岸和田北RC・泉南RC

貝塚コスモスRC・阪南RC・りんくう泉佐野RC

関西国際空港RC・和泉RC

詳細につきましては事務局まで。

●テーブルの上のお菓子につきましては、岸和田グラン

ドホールさんからのお中元ですので、お召し上がり

下さい。

櫻井新嗣幹事

●広報委員会 横谷哲郎委員長

今回の会報（スケジュール）に、「７／２２にロータ

ーアクト例会」という記載がありますが、本日の開催

が正当です。訂正してお詫び申し上げます。

●櫻井昇会員

本日、卓話を担当させていただきます。

●加藤二朗会員

本日はクラブレベルフォーラムを担当させていただき

ます。

●伊丹克介会員

本日、卓話を担当させていただきます。



国際奉仕委員会は、私と副委員長に中塚清委員の２人

で活動して参ります。また、後で話がありますが、世

界社会奉仕委員会の加藤二朗委員長、ファンド委員会

の伊丹克介委員長とも連絡を密にしながら奉仕活動を

展開して参りたいと思います。

具体的には本年度カナダ・ケベック州のモントリオー

ルで開催される2010年RI国際大会（６／２０～２３）

はロータリー家族の世界的会合であり、ロータリーの

親睦を祝う大会であることから、会員皆様の意向を聞

かせていただき、早い時期に企画案をまとめて皆様方

にご提案申し上げたいと思います。モントリオールは

北米五大湖の東に位置し、ケベック州最大の都市であ

り、カナダ全体でもオンタリオ州トロントに次ぐ規模

として、大都市圏の人口は３７０万人（横浜市程度）、

面積は滋賀県程度。住民の大半はフランス系で、第一

言語をフランス語とするが、多くの住民が英語を話し

ます。パリについで第二の規模を持つフランス語圏の

都市であり、「北米のパリ」とも言われています。

モントリオールは１６４１年に建設され、１６４２年

よりフランス人の入植が始まり、聖職者・尼僧・開拓

者からなる一団が「ヴィルマリー（“マリアの街”の

意）」の名で開拓地を設立しました。また、モントリ

オールは毛皮取引の中心地となり、フランス人探検家

らの拠点として使われ、１７６０年にイギリス軍に占

領されるまで、フランス領土でした。

１８３２年に市に昇格し、１８４４年から１８４９年

にかけてイギリス領カナダ州の首都となり、１８６１

年から１９３３年の大恐慌までの期間、モントリオー

ルは経済的に発展し、黄金時代を迎えてカナダの最も

重要な経済中心となりました。都市名の由来は、フラ

ンス語の「王の山（モンロワイヤル）」と言われてお

り、都市中央部の山の名にちなみます。セントローレ

ンス川とオタワ川の合流点にある川中島に位置し、市

内には合計７４の島があり、都市中央部のモントリオ

ール島のモンロワイヤルは公園となっています。

モントリオールはカナダの主要都市であり、過去カナ

ダ最大の都市でありました（現在はトロントが最大の

都市）。１９６７年に万博、１９７６年にオリンピッ

クが開催されたことは、周知の事実であると思います。

近年、モントリオールでは新時代の芸術と文化を取り

入れた都市の開発が進んでいます。古い石切場である

ゴミの埋め立て地などを改良して、巨大なサーカス

ドームを作るなど、力を注いでいます。

計画のテーマは「新時代」。ニューヨークのセントラル

パークは「１９世紀」をイメージした公園でありますが、

モントリオールの新公園は「２１世紀」をイメージした

公園を造る予定だそうです。（新公園は）セントローレ

ンス川沿いにケベックシティまである、いわゆる「メイ

プル街道」として、観光ルートになっています。

洗練された中にも親しみやすい雰囲気に溢れるモントリ

オールは、８０以上の国籍と民族から成る人々が住んで

いて、その国民性を体験できる都市であります。

話は変わりますが、姉妹クラブの韓国・馬山ロータリ

ークラブとの交流については、３年毎の更新になってお

り、（直近の更新は）室田年度の２００６年９月１４日

に１４回目の更新を岸和田にて行っています。本年が

１５回目の更新年度に当たります。今後、馬山ロータリ

ークラブとの連絡を密にし、会長・幹事・理事会・世界

社会奉仕委員会とも協議しながら皆様にご提案申し上げ

たいと思います。

国際奉仕委員会 櫻井昇委員長

世界社会奉仕委員会 加藤二朗委員長

世界社会奉仕（ＷＣＳ）プログラムは、国際奉仕活動

から成り、その活動項目として国際理解と親善をもと

に以下の９つの世界的な課題のリストが挙げられてい

ます。

①危機下の児童 ②障がい者 ③健康管理

④国際理解と親善 ⑤識字／計算能力の向上

⑥人口問題 ⑦貧困と餓死救済 ⑧環境保全

⑨都市部の関心事項

（ＷＣＳは）物質的・技術的・専門的援助を通じて、

国際理解と親善を推進することになっています。

RI会長ジョン・ケニーは「ロータリーの未来はあなた

の手の中に」をテーマにロータリーの本道に立ち返る

ことを提案されました。今年度の世界社会奉仕の活動

目標と実行計画は２００９年～２０１０年度クラブ活

動計画に記載していますが、今 世界のあちらこちらで

地球を破壊する様なことや、人間が人間らしく生きら

れないことが世界中のあちらこちらで起こっています。

カンボジア等では飲み水も無く、そのために日本から

ボランティアの方々が井戸掘りに出掛けたりしていま

すが、せっかく確保できたきれいな飲み水を喜んで飲

んでいたら、その飲み水にヒ素が入っていて、ガンに

冒され苦しんでいます。また社会主義国では同じ人間

でありながら、一部上層部の者は裕福な生活をする一

方、ほとんどの国民はその日の食事にもありつけない

等悲惨な状態が起こっています。



「基金管理」の三つの部門を担当します。

○「ロータリー財団」

ロータリー財団には教育プログラム、人道的補助金プロ

グラム、ポリオプラスプログラムの３種類のプログラム

があります。当クラブへの寄付金は普通寄付５０ドル、

特別寄付５０ドルを皆様にお願いしています。

○「米山記念奨学」

米山奨学は、米山梅吉氏の偉業を記念して発足し、５０

年以上が経過しました。（今までに）１４，５００名以

上の奨学生をお世話し、更に今年度８００名が増え、日

本最大の民間奨学団体となっています。

米山奨学事業は将来“日本と世界を結ぶ架け橋となって

国際社会で活躍し、ロータリーの良き理解者となる人材

の育成”であり、これが世界平和へつながる事業であり

ます。

○基金管理

基金積立金は現在４６,６９９,６７４円となっております。

今年度は皆様の基金へのご協力は停止させていただきま

す。利息で運営する目的でしたが、低金利のためその目

的を達成することができていません。委員で検討したい

と思います。

ファンド委員会 伊丹克介委員長

人間は生まてくる国と親を選ぶことができません。「同じ

人間でありながら、こうも違うのか！」と思いつつ、私は

日本に生まれてきてよかったと思っています。

我々は争いの無い、平和で安全な社会を築くために国際理

解を深め、文化推進を計り、ＷＣＳの提唱するきれいな水、

保健と飢餓の救済、そして識字率向上の世界社会奉仕プロ

ジェクトに積極的に取り組んでいきたいと思います。また、

地区及び、他クラブ単位で意義ある活動があれば、（同様

に）企画・展開して参りたいと思います。（姉妹クラブで

ある）馬山ロータリークラブとも検討を加えながら協力し

て参ります。微力ですが頑張って参りますので、皆様方か

らの絶大なご協力をお願いいたします。

ファンド委員会は「ロータリー財団」「米山記念奨学」
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親睦活動委員会
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社会奉仕部門
例会・広報合同
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委員長会議

ＲＡＣ例会
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前川 篤会員
貝塚ｺｽﾓｽRC創立

記念例会
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例会休会
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近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ７月３１日（金）→８月１日(土)「納涼例会」

岸和田北ＲＣ ７月２８日（火）「ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ・雑誌・広報・ＩＴ」 西出省三委員長

岸和田南ＲＣ ７月３０日（木）「災害に備えて」寺田 歩会員
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