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次回の卓話

2009年12月9日(水)

「全国のクラブ探訪」

―ロータリーの友記事より―

石本 喜和男会員
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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

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2720272027202720回回回回
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国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「家族月間」

親睦活動委員会 宇野芳孝委員長

角家 篤副委員長

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



2009年11月25日 第2719回

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

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

「歴史に学び 変革と進歩を｣

国際ロータリー第2640地区

ガバナー 村上 有司様

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１１月２５日 出席会員29名 78.40％

１１月１１日 MUを加えて 91.89％

岡本桂四郎会長

●１２月 会員誕生日

４日 伊丹 克介 会員

１０日 山形 直道 会員

１８日 久松 正典 会員

１９日 才門 三郎 名誉会員

２５日 櫻井 昇 会員

●１２月 結婚記念日

１日 浦川 信司 会員

２日 宇野 芳孝 会員

●１２月 奥様ご命日

２日 室田 三恵子様（室田光重会員）

国際ロータリー第2640地区

ガバナー 村上有司様

国際ロータリー第2640地区

ガバナー補佐 小西喜代一様

国際ロータリー第2640地区

地区代表幹事 吉田 透様

国際ロータリー第2640地区

地区幹事 竹本達也様

才門三郎名誉会員

（写真中央）



●例会臨時変更・休会の連絡

和泉RC 詳細につきましては事務局までお問合せ

頂きます様、よろしくお願い致します。

●本日例会終了後、会議室３におきまして、村上ガ

バナーを囲んでの座談会を実施いたしますので、

お集まり頂きます様よろしくお願い致します。

●会合報告

11/18 岸和田RAC例会が開催され、山形委員長と

私が出席しました。

11/28 先週もご紹介させていただきましたが、IM第

6組が開催されます。事前会議（午後1時開

始）はフレッシュ会員と財団・米山委員長会

議があります。（当クラブはファンド伊丹委

員長・前川副委員長が担当されます）本会議

は午後2時30分開会です。

●本日は、村上ガバナーをお迎えしております。

村上ガバナーは、ぜひ才門パストガバナーにお会

いしたいということですので、今日は才門パスト

ガバナーに出席して頂きました。

才門三郎名誉会員

村上ガバナーがお見えになるということで、久し

ぶりに例会に出席させていただきました。岡本会長

はじめ会員の皆様には、ご無沙汰で失礼いたしてお

ります。遠方から村上ガバナーのご来訪、誠にご苦

労様です。村上さんがノミニーを引き受けられた時、

その就任決意のご挨拶をお手紙でいただきましたが、

改めてこの席でお礼を申し上げます。私がガバナー

を務めた当時の年齢、ロータリー歴も村上さんとは

良く似通っておりまして（私がガバナーを務めてか

ら）15年経過しますが、懐かしく当時の思い出が蘇

ってまいります。先輩の榎本さんには、よく可愛が

っていただきました。私は38歳の時、大先輩の勧め

でロータリーに入会させていただいてから45年にな

りますが、人生の過半数をロータリーで過ごしてき

たことになります。

私のロータリー生活は岸和田ロータリークラブの

会員諸兄はもちろん、ガバナーを務めさせていただ

いたお陰で、全国の同期ガバナーとの今も変わらぬ

親友としてのお付き合いは何ものにも増して得がた

い財産です。お正月になりますと、70歳頃までは松

の内は毎日遊ぶ暇なく、職業関係とロータリーの先

輩の年始回りに忙殺されましたが、その人達も現在

はほとんど鬼籍に入られ、寂しくなりました。でも、

83歳になった私は、のんびりはしておりません。

皆様も良くご存知のドイツの詩人、サミエル・ウル

マンが80歳で書いた詩、

「青春とは人生のある期間でなく

心の持ち方を言う

バラの面差し 紅の唇 豊かな想像力 逞しい

意志 燃える情熱

年を重ねただけでは人は老いない

情熱を失えば 人は老いる」

この言葉を胸に、毎日全てに勤しんでおります。

どうか、村上ガバナー、岸和田ロータリーの皆様の

素晴らしいご活躍とご健勝を心より祈念しまして、

私のコメントとさせていただきます。ご清聴、あり

がとうございました。

記念撮影

（左より、岡本会長・才門名誉会員・村上ｶﾞﾊﾞﾅｰ）

櫻井新嗣幹事



いる例会場を直接訪ね、皆様方と意見交換をするこ

とにしました。

2.「RIの現状と方針について」

ロータリークラブは200余りの国または地域に、

32000を超えるクラブと120万人あまりの会員を持つ、

世界最大の民間奉仕団体に成長しました。しかし、

ここ数年会員の減少傾向に歯止めがかからず、また

ロータリー組織のあり方や活動方針をめぐる意見の

違いなどから「最近のロータリーは何かおかしい」

との声を良く聞きます。

そんな中、ジョン・ケニーRI会長は、今年1月

サンディエゴ（米国）にて開かれた「国際協議会」

で2009-2010年度のRIテーマ「THE FUTURE OF 

ROTARY IS IN YOUR HANDS（ロータリーの未来は、

あなたの手の中に」とすると声高く宣言されました。

ともすれば「RI本部こそが、ロータリーの指揮・命

令の発信源である」との考えが強まっている中で、

「ロータリーの未来をつくるのはエバンストン（ロ

ータリー本部）でなく、あなた方クラブ」であると

の提言は格調の高いものです。リベラル派のケニー

会長に期待すること大なるものがありますが、肥大

化したRI組織にあって、会長一人の掛け声で直ちに

方向が変わるほど生易しい問題ではありません。各

クラブあるいはロータリアン一人一人がケニー会長

の声明を体得して、この機会に「未来のロータリー

をつくるのは自分達である」と自覚し、自主的にロ

ータリー活動に参加することが大切であります。ロ

ータリアン一人一人が、自らのクラブを光り輝く存

在につくりあげれば、ロータリー全体の社会的評価

が上がり、会員数も自然に増加すると思います。

RIは本年度の強調事項として「水問題、保健・飢

餓救済、識字率向上」を挙げ、その実現に向かって

RI自身も対策を立てています。しかし、各クラブが

立案し、実行しようとしている教育プログラム・人

道的プログラムを側面から応援することにも力を尽

くします。いずれも多くの資金を必要としますが、

これを支えるのが92年の歴史を誇る“ロータリー財

団”であります。リーマンショックに端を発する世

界不況の影響を受け、ロータリー財団は大きく傷つ

いていますが、この不幸に打ち勝つ力は充分にあり

ます。RIは「今発表されている損失は帳簿の評価替

えにより計上された“未現実損失”であり、倒産の

心配はない。景気が回復すれば好転するものだ」と

発表しています。ご安心をいただき、スムーズなロ

ータリー活動を実行するため一層のご協力をお願い

国際ロータリー第2640地区

ガバナー 村上有司様

1.「公式訪問の趣旨」

公式訪問は地区で唯一のRIの役員である、地区管

理者であるガバナーが地区内クラブを訪問し、①RI

の現状と方針を伝えること②今年度地区計画を説明

し、また各クラブの問題点を検討することを目的と

して行われます。私は、各クラブが日頃開催して

●小西喜代一ガバナー補佐

本日のガバナー公式訪問、よろしくお願いいたし

ます。

●竹本達也地区幹事

ガバナー公式訪問に際して。

●岡本桂四郎会長

村上有司ガバナーをお迎えして。

●櫻井新嗣幹事

村上ガバナー、本日はありがとうございます。

●才門三郎名誉会員

・本日は、村上ガバナーの遠方よりご来訪、誠に

ご苦労様でございます。

・妻の誕生日に、綺麗なお花をお届けいただき、あ

りがとうございました。

●全会員

村上有司様の公式訪問を迎えて

●櫻井昇会員

先週の加藤さんのニコニコのコメントは、櫻井が

しゃべった様になっていますが、加藤さんの間違

いですので訂正の上、よろしくお願いいたします。

●高松正剛会員

結婚記念日の素敵なプレゼント、ありがとうござ

いました。



いたします。

この関係で「ポリオ撲滅」について触れる必要が

あります。ロータリーでは1985年からポリオ撲滅運

動を実践し、大きな成果をあげてきました。果たし

てそれは可能か、との疑念の声も聞かれますが、今

これを中止する事は、これまでの運動を徒労に終わ

らせることになります。幸いにポリオ撲滅に強い関

心を持つ“ゲイツ財団”が「3億5000万ドルをこの

運動に使いたい」と申し出ています。この申し入れ

については「ロータリーも合計2億ドルを集めよう

」とのチャレンジがついています。色々な考え方は

あると思いますが、ゲイツ財団が多額の寄付金の提

供を申し出ている今、これに呼応してポリオ撲滅に

一層の努力をすることも大切であると思います。

2007年の規定審議会で「ポリオ撲滅はロータリーの

最優先目標とする」との決議がなされている以上、

この目標に向かって努力することはロータリーの至

上命題であるからです。

3.「地区の計画と方針について」

RIの方針を受けて、地区はこれを発展させると同

時に地域性を発揮して、独特な計画を立てることに

なります。

当地区も会員減少に苦しんでいます。最大3750人

を超えた会員が、本年6月末には2233人にまで減少

しました。色々な理由はありますが、地区の存亡に

も関わるこの事態を放置しておくわけにはいきませ

ん。当初、「純増2名」を各クラブにお願いしてい

たのですが、あまりの会員減に「純増3名」に目標

を改めました。各クラブでは異常事態を認識いただ

き、増強運動は盛り上がっていると聞き及んでいま

す。また、1～3の新クラブの創設についても、英知

を持って実現したいと考えています。いずれも現下

の経済状況では難しい作業ですが、未来の地区また

はクラブのためには避けて通れない問題であり、大

同団結して事に当たる必要があると思います。

前述の通り、ロータリー活動をスムーズに実行

するためには、財政的裏付けが必要です。ロータリ

ー財団と米山記念奨学会への浄財寄付については、

是非ともご協力をお願いしなければなりません。ロ

ータリー財団へは一人当たり200ドル、米山奨学会

へは一人あたり2万円を目標にご寄付をお願いして

います。皆様から供出いただいた資金を上手に使い、

弱い人・困っている人・助けを求めている人々に対

し、少しでも善意を届け、平和で楽しい社会作りの

一助になれば、と念じています。

今年度の地区活動方針は「歴史に学び、変革と進歩

を」です。またキーワードは「縁づくり」としまし

た。ロータリークラブが100年を超える時代を生き

抜いて、今なお発展を続けているのは、時代の流れ

を的確に捉え、これに対応する柔軟性を持っていた

だからと思いますが、それでも時代遅れと思われる

点が目に付き、“変革と進歩”をしなければなりま

せん。しかし、その一方でポール・ハリスが創立に

当たって祈念した「胸襟を開いて話し合える友達を

つくりたい」の精神は、今のロータリーに引き継が

れていることを忘れてはなりません。ロータリー活

動を通じ「縁づくり」の機会を見つけ、人生におけ

るかけがえのない友達を見つけて下さい。そのため

には、毎週開かれる例会が会員にとって“オアシ

ス”となる様、楽しく充実したものにする必要があ

ります。アイデアを出して、時代にあった例会づく

りに努めて下さい。

4.最後に

皆様のクラブにとって、この一年間が「記憶」に

も「記録」にも残る一年であることを祈りながら、

私の挨拶とさせていただきます。

ご清聴、ありがとうございました。

村上ガバナーをお迎えして

座談会

（例会終了後）



岸和田ＲＣ会長テーマ 活活活活きききき生生生生ききききロータリーロータリーロータリーロータリー Active  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  Rotary

NOVENBER～DECEMBER ２００９ １２月 家族月間

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ １２月１１日（金）「地上デジタル放送の概要」

デジサポ大阪 次長 中野徳和様

岸和田北ＲＣ １２月 ８日（火）「クラブフォーラム(ﾛｰﾀﾘｰ財団)」杉本 宏委員長

岸和田南ＲＣ １２月１０日（木）「私の履歴」増田雅浩会員

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

RAC例会

例会「家族月間」

宇野芳孝親睦活動

委員長・角家篤副
委員長

年次総会

会長ｴﾚｸﾄ研修

セミナー

会長ｴﾚｸﾄ研修

ｾﾐﾅｰ

例会「全国のクラブ
探訪」

石本喜和男会員

ゴルフ同好会

振替休会

RAC例会

馬山RC来日

(～２０日)

調印式

忘年家族例会

於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ﾎｰﾙ

天皇誕生日

例会休会
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