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▲ ソ　ン　グ　「われらの生業」
　　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　森脇　保仁　会員

次 週 予 告 5月30日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　　古川　彰治　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　槇野　　稔　会員

5月23日（水）

第908回例会報告 5月16日（水）
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2011～2012　年度

R.I.会長テーマ“こころの中を見つめよう　博愛を広げるために”
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

カルヤン・バネルジー

栗 田 義 博 田 中 哲 三 桑 田 昭 世

会 長 の 時 間
　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　この土、日と福島・仙台へ行ってきまし
た。当クラブからは奥さま方も含めて総勢
16名で行ってまいりました。
　もちろん須賀川南ロータリークラブの25
周年式典への参加が目的でしたが、12日の
朝福島空港へ着いてから、13日の昼すぎ仙
台空港を出発するまで、ずっと須賀川の皆
様がついて案内をして頂きました。本当に
頭の下がる思いでした。私は両クラブの姉
妹提携の時のいきさつを知りませんでした
が、当時の幹事であった谷口会員にそのい
きさつをお聞きしたところ、我がクラブが
独自に姉妹クラブはどこがいいかを決め、
こちらから一方的にお願いを申し出て話が
進んでいったとのことでした。もちろん当
時の尾崎会長、谷
口幹事をはじめ、
当クラブの方々の
並々ならぬ苦労が
あったと思います
が、それを快く歓
迎して頂いた須賀
川南ロータリーク
ラブの皆様のあた
たかさが身にしみ
ます。
　この時の祝辞で
も申しましたが、

プ ロ グ ラ ム

私は須賀川南ロータリークラブの皆様との
絆を大切に思っておりますし、私にロータ
リーのすばらしさを教えて下さったことを
感謝しています。さてこの須賀川南ロータ
リークラブさんは今年25周年だったのです
が、25年ぶりのものがもう一つあります。
　そうです。5月21日の朝にみられる「金
環日食」です。せっかくですので、皆様、
目を痛めないようにしてご覧下さい。

◆2012年　地区協議会報告

「職業奉仕部門分科会報告」
　　　　　　　　次期委員長　川添　裕照
○リーダー　　次期職業奉仕委員長
　　　　　　　　永松　潔和（神戸RC）
　副リーダー　次期職業奉仕副委員長
　　　　　　　　藤井　輝男（尼崎東RC）
　ＳＡＡ　　　井上　　優
　副ＳＡＡ　　田中浩一郎
　次期職業奉仕委員自己紹介
○ガバナー諮問事項
・職業奉仕活動の重要性をクラブへ周知、
　及び支援と助言
・「四つのテスト」「ロータリーの職業宣言」
　の再確認
・高い倫理基準を重視するロータリーの考
　えを広める方策の検討
○職業奉仕委員会の仕事
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・10月の職業奉仕月間がありますので、先
　輩ロータリアンに職業奉仕のお話をわか
　りやすく説明してもらい、会員を啓発す
　る。
・会員のなかで、自分の仕事をロータリー
　精神で実行されている方にお話を頂く。
　そしてそれが、目に見えるものであれば、
　見学させて貰う。
・クラブの親睦もかねて、他のクラブの職
　業奉仕者の事業場を見学させて貰い、お
　話を直に伺わせて貰う。
・ロータリアンでない人にも職業奉仕を浸
　透さすため、そういう人の職業上の善行
　を発掘して、例会でその人の話を聞く。
・その他
○ロータリーのすすめ…間違った勧誘をし
　ていなかったか。
・「ロータリーは優れて偉大な奉仕団体」な
　のだろうか？
　「奉仕事業の百貨店」でもあるかのような
　印象。
・「ロータリーの目的は、職業奉仕の推進に
　ある」という本旨。

「社会奉仕部門分科会報告」
　　　　　　　　次期委員長　大門美智子
15：30　開会　　　　　司会　滝内秀昭
・リーダー・副リーダー紹介　　　　　　
　　　　　　　　　SAA　　　　東　康泰
・資料確認　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　SAA　　　　東　康泰
・社会奉仕について　リーダー（次期社会奉
　仕委員長）　　　　　　　　永田　哲也
・諮問事項について　副リーダー（次期社会
　奉仕副委員長）　　　　　　 滝内　秀昭
・地域問題について　副リーダー（次期地域
　間題小委員長）　　　　　　 矢野　宗司
・環境間題について　副リーダー（次期環境
　間題小委員長）　　　　　　小嶋　一郎
・プロバスについて　副リーダー（次期プロ
　バス小委員長）　　　 　　　中塚　昭三
・教育問題について　副リーダー（次期教育
　間題小委員長）　　　　　　 竹田　契一
・質疑応答
16：30　閉会
＊配布資料
　資料1　決議23-34
　資料2　社会奉仕に関する声明（92-286）
　資料3　ガバナー諮問事項

　資料4　プロバスとは/兵庫県プロバスク
　　　　 ラブ一覧表
　資料5　発達障害の基礎理解

⑴社会奉仕について
次年度地区補助金について
　もう４月27日締め切ったが、まだのところ
　は至急作成して連休明けには提出してほ
　しい。
　2012年12月末、地区補助金の新しい制度
　が大室ガバナーノミニーのもとに決定さ
　れる予定。まだ方針が未決定であるため、
　12月頃のお知らせになると予想される。
⑵諮問事項について
　資料3
　社会奉仕委員会
・人道支援の重要性をクラブへ周知
・クラブの人道支援活動への支援・助言
・環境問題に対する奉仕活動の検討および
　クラブへ推奨・支援
・地区補助金を活用したクラブの社会奉仕
　事業への支援
・複数クラブでの社会奉仕活動を支援
・LD児童のための講演会の実施
・ブロバスクラブの新設
【1977年度国際ロータリー理事会で採択さ
れたロータリーの定義】
　ロータリーは、人道的な奉仕を行い、あ
らゆる職業において道徳水準を守ることを
奨励し、かつ世界における親善と平和の確
立に寄与することを目指した、事業及び専
門職務に携わる世界的に結びついた団体で
ある。
　Rotary is an organization of business and 
professional leaders united　worldwide 
who provide humanitarian service, 
encourage high ethical standards in all 
vocations, and help build goodwill and 
peace in the world.
　上記よリロータリーは人道的奉仕をしな
ければならない。そして各クラブは,必ず一
つは人道的奉仕活動をして下さい。環境問
題も人道的奉仕括動です。環境問題は、将
来につながる夢のある人道的奉仕浩動にな
るのではないでしょうか。
⑶地域問題について
地区組織について
①地域問題小委員会
　地域問題・プロバス・教育問題
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②環境問題小委員会　
　地域問題小委員会では、委員を13地区か
ら一人ずつ選出し、地域にまたがる社会奉
仕活動を進めていく。神戸で小委員会を行
ってきたが、他地域での開催も検討してお
り、拡大小委員会を年数回開催したい。
　社会奉仕セミナーは年に１回開催される。
補助金について案が固まれば12月開催とな
る模様。その各グループがどのような社会
奉仕に取り組んでいるのかアンケートの協
力をお願いする。次年度の計画の立案に役
立つ。
・複数クラブでの社会奉仕活動
　今年度も２つの事例があるだけである。
　先々検討していきたい。
・今年度の補助金について
　４月27日締め切りだが、延長される可能
　性あり。
　５月中旬に締め切り、第１回審査会開催、
　助成金の目的にあっているものであるか
　どうか審査し、６月中旬に第２回目審査
　会開催して最終決定する。
⑷環境問題について
・提案とお願い
　今年度石丸ガバナーの要望で環境問題小
委員会が新設されたこと
　社会奉仕は人道・教育・環境にわかれる
が、大きな社会問題となっている環境問題
を進めていく。
①自然エネルギーの地域貢献、推進できな
　いか（太陽光発電、水力発電、潮力発電
　等）
②自然環境再生の取り組み（河川浄化など）
　ロータリーの役割は地域での機運を高め
るためのきっかけづくりをすることである。
　単年度ではなく多年度に継続し、他地域
と協同して活動を広げていきたい。
　申請はガバナー事務所、ガバナー補佐を
通じて社会奉仕委員会まで。
⑸プロバス問題
　プロパスクラブとは. 1960年代イギリスで
誕生したロータリークラブ提唱、高齢者の
クラブです。
①高齢者の文化・教養を高め、クラブ内の
　交友を通じて生き甲斐を見い出し、快適
　な誇り高い人生を過ごしてもらうクラブ
　です。
②ロータリークラブのーつ以上がスポンサ
　ーとなって作る、社会奉仕活動のーつ、

　奉仕の理想の具現です。
③現在全世界に4,600のクラブがあり、日本
　には108、当地区には23のクラブがある。
　プロバスクラブの事をよく知ってもらい、
更なる新設のお願いがあった。
⑹教育問題について
　本の識字率は99.8％であり、179カ国中21
番目（2007年国連）と言われているが、こ
れは誤りで、発達障害は４％存在すること
を強調された。
　日本の特別支援教育は６年目に入ったが、
まだまだ十分とはいえない。
　宝塚武庫川ロータリークラブでは2010年
から継続して発達障害の講演会を継続して
行って来た。だんだん教師にも発達障害の
事が周知されるようになり、本年度は教育
委員会からの要請を受けて講演会を行うこ
とができた。
　質問：まず啓発、初回に教育委員長や市
長を招く、教育委員会で引き続き行っても
らうようつないでいくのがロータリーの役
目である
　ロータリー財団ハンドブックについて
　各クラブに１冊ずつ配布済み
　日本事務局の監修ではないこと（後に日
本事務局監修のハンドブックが作られる可
能性があること）
　購入するかどうかは各クラブに持ち帰り
検討してください。

「新世代奉仕部門分科会報告」
　　　　　　　次期委員長　木本　玲子　
　　　　　　　　　　　　（吉田　代理）
　四つのプログラム
　・インターアクトクラブ
　・ロータリーアクトクラブ
　・RYLA
　・国際青少年交換
について、それぞれの副リーダーよりお話
しがありました。
　インターアクトクラブの対象年齢は12歳
から18歳の中高生で、国際奉仕クラブとし
て50年続いていて、学校の顧問の先生を挟
んで学校と交流が持てるという事。
　全国IA大会が8月18日、19日にあるので、
空けておいてほしいとの事でした。
　今、74クラブ中22校しか参加しておらず、
是非、新設を検討してほしいとの事。
　次にロータリーアクトの対象年齢は18歳



●４ ●

から30歳で、学生と社会人とで構成されて
います。奉仕を通じて、親睦を図るクラブ
で、これも74クラブ中6クラブしか参加され
ているクラブが無いので、新設とメンバー
を増やしてやってほしいとの要望でした。
　アクターはロータリーの会員増強に繋が
るとも言えます。30歳で卒業ですが、その
後も繋がりがあるようです。
　RYLAは1959年にオーストラリアで発足
し、1971年にロータリーでも発足致しまし
た。14歳から30歳までで、１週間程の合宿
が行われます。
　RYLAセミナーというものが、行われて
いますが、当地区では20歳以上のお酒を飲
める年齢で、ロータリアンも参加し、3泊 4
日で寝食を共にしています。
　今年も、小豆島の離れ小島、与島にて50
人程で行われます。男女寝るところは別の
ロッジですが、各班にはカウンセラーがつ
きます。
　1日目はパーティーがあり、自己紹介など
を通して皆と親しんでいき、2日目は大学教
授などによるセミナーをひたすら一日中聞
き、3日目は抽象的な課題を与えられてセッ
ションしていきます。考えたり、話すこと
をしながら、真のリーダーシップとはどう
いうものなのかを、キャンドルを手に持っ
て話を聞くそうです。合宿費は1人5万円か
かります。
　青少年交換プログラムは、4つのプログラ
ムの中で最も長期（8月～翌年7月までの１
１ヶ月間）、対象年齢は、15歳から19歳まで
の1年間の留学です。1年で見違えるように
なって帰ってくるそうです。
　サポートするクラブをスポンサークラブ
といい、海外からの子供を受けるクラブを
ホストクラブと呼びます。その中からカウ
ンセラーを一人、任命してもらいます。
　今、それぞれのロータリアン宅で、3人の
外国の子供がホームステイしています。
　新世代は、奉仕の第5部門でありまして、
プログラムには危機管理マニュアルがあり、
色々な問題に対応するように考えています。
　以上、4つのプログラムに新設と支援を強
くお願いします！！ということでした。

「国際奉仕部門分科会報告」
　　　　　　　　次期委員長　谷口　敏彦
・６つの重点分野

・フィリピン3800地区CLE
　識字プログラムを実施、2012年10月まで
　延長。
・親睦小委員会では囲碁同好会による地区、
　全国大会を開催予定。
　チャリティーゴルフ大会も開催予定。
　会員の皆様、積極的に親睦を図りましょ
う。　

「ロータリー財団部門分科会報告」
　　　　　　　　次期委員長　阪上　栄樹
　午後の全体会のセッションIIで石井次期
ロータリー財団委員長の代わりに、三木次期
ロータリー財団副委員長が未来の夢計画に
ついてお話された為、石井次期ロータリー
財団委員長（リーダー）のお話が少しあり、
その後、小出次期財団資金推進小委員長、
山田次期奨学金小委員長、山本次期GSE小
委員長、室津次期補助金小委員長、渡辺次
期ポリオプラス小委員長、濱次期財団学友
小委員長と各小委員会の次期委員長（副リー
ダー）のお話が少しあり、最後にも石井次期
ロータリー財団委員長のお話が少しあり、質
疑応答の後、無事分科会は終了致しました。
今年の９月９日（日）に地区のロータリー財
団セミナーが行なわれる予定だそうです。
分科会での資料は先週当クラブの中村次期
ロータリー財団委員長にお渡ししてあります。

「米山奨学部門分科会報告」
　　　　　　　　次期委員長　矢野　浩臣
　（財）ロータリー米山記念奨学会は、勉学
または研究のために来日し、わが国の正規
の学校または研究機関に在籍する外国人留
学生に対して奨学金を支給し、彼らの留学
の目的を支援するとともに、ロータリーの
理想とする、国際理解と親善に寄与するこ
とを目的としております。また、ロータリ
ー活動の中でもこの米山奨学事業は、日本
独自の事業であり、年間およそ800人、累計
で１万7,021人、その出身国は世界121の国
と地域に及んでいます。
　2012－2013年度のガバナー諮問事項とし
て５点あげられています。
　①米山奨学会の意義をクラブへ周知
　②年額寄付１人あたり15,000円の推奨
　③米山奨学生の選考と受け入れ
　④米山学友の諸活動への支援及び米山学
　　友との交流
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　⑤PHD協会の理解と支援
　奨学生の受入人数が寄付金不足により減
少していますが、当クラブの個人平均寄付
金額は09年度5,733円、10年度10,333円、11
年度14,393円と、皆様のご協力により大幅
に伸びています。次期につきましても、10
月の米山月間の際に米山ボックスを設置し
て、特別寄付金（任意）の協力や米山記念
奨学事業のビデオ放映を行ない、改めて理
解を深める活動をしていきたい。

大門美智子　君…このたび独立行政法人福
　祉医療機構の助成金をいただくことにな
　りました。ニコニコ。子育て支援にとり
　くみます。ご支援をよろしくお願い申し
　上げます。
古川　彰治　君…須賀川南RC25周年参加の
　皆さん、お疲れ様でした。楽しい旅行で
　したネ。
栗田　義博　君…須賀川、福島、仙台の旅、
　楽しかったですね。ニコニコ…
前田　正明　君…須賀川へ行ってきました。
　ぜひもう一度訪問したいと思っています。
　ありがとうございました。
森脇　保仁　君…須賀川へ行かれたみなさ
　ん、お疲れさまでした。ニコニコ
中迫　陽治　君…先日はすばらしい誕生祝
　いを頂戴し、ありがとうございました。
　ニコニコニコ…

　　本日合計　　　　　　41,000円
　　本日までの累計　　937,814円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆本日のソング
　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　　吉田　忠司　会員

◆出席報告

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・須賀川南RCより、25周年記念例会へのお 
　土産（乙女餅）のお返しに“名物くまた
　ぱん”が送られて来ました。各人１箱お
　持ち帰りください。    
・地区協議会が終わり、来季委員のセミナ
　ー・勉強会の案内が届いています。出席
　宜しくお願いします。  
　会員増強セミナー（6/16）、ローターアク
　ト（7/8）

◆スポット
「お願い」
　　　　　　　　　　　山本章太郎　会員
　小山一子会員は児玉病院に入院されてい
ますが、元気にされています。お見舞いの
折には電話を入れてからにして下さい。

ニ コ ニ コ 箱

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
5月2日

本　日 33 4 29 24 82.76

休　　会

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

　神戸では、5月21日にすばらしい金環
日食を見ることができました。北京天文
台には日食神話を描いた彫刻があり、「金
烏（太陽の象徴）の中心がヒキガエル（月
の象徴）によって隠されている。漢時代
の人々はこの現象を太陽と月の良い組み
合わせと呼んでいた。」とあるそうです。
日本の朝廷でも持統天皇の時代以後に暦
博士が日食の予定日を計算し、天文博士
がこれを観測して密奏（内密に解釈〈占
言〉を君主に対して上奏）する規則が成
立しました。

ひとくち
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