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RI District 2640 Japan 

2005-2006 年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 
会長 カール.ヴィルヘルム.ステンハマー 

第 2640 地区ガバナー 平尾寧章 

「超我の奉仕」 

第 1410 回例会 17 年 8 月 8 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘        会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング    「我等の生業」 
３．ビジター紹介 
         海南ＲＣ   中村哲三様 
４．ゲスト紹介 
       米山記念奨学生  白  涛様 
５．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2名 

  出席率 74.63％ 前回修正出席率 80.60％ 

 

６．会長スピーチ       会長 塩崎博司 

皆さん今日は、暑い中良くお

集まりいただきまして有難うご

ざいます。 
 本日のお客さんは海南ＲＣ中

村様、米山奨学生の白さん、良

くいらっしゃいました。月一度

のクラブ訪問です。会員との交

流、親睦を深めて頂き何かを得

て頂ければと思います。 先週の週末中西さんには、

クラブ青少年・ライラ委員長会議に出席ご苦労さんで

した。 本月は、会員増強及び拡大月間でＲＩでは会

員純増１名以上の目標をかかげています。効果的なク

ラブ運営をする柱として会員を維持し、増加するとい

うことが必要です。会員増強委員会の方で先般より取

り組みの方策を協議して頂いています。又、ロータリ

ー情報委員会では今年第１回のＩＤＭとしてテーマ

を会員増強、地区大会の２つを上げ話し合って頂くと

聞いています。宜しくお願い申し上げます。 
本日はクラブ社会奉仕・環境保全委員長会議とクラ

ブ職業奉仕委員長会議の報告を宮田貞三さん、山田耕

造さんにして頂きます。皆様ご静聴をお願いいたしま

す。 

 

７．幹事報告 

○例会臨時変更 

 和歌山東ＲＣ  8 月 25 日（木）→8 月 25 日（木） 
18:30～  和歌山東急イン３Ｆ 

和歌山北ＲＣとの合同例会 
ガバナー公式訪問 

 和歌山西ＲＣ  8 月 31 日（水）→8 月 31 日（水） 
18:00～ ダイワロイネットホテル和歌山３Ｆ 

“シャトーハンテン”華都飯店 
○休会のお知らせ 

 和歌山城南ＲＣ       8 月 18 日（木） 
 
８．委員会報告 
○ロータリー情報委員会  宮田敬之佑委員長 
 会員増強願います。 
 ＩＤＭ参加宜しくお願いします。 
○社会奉仕委員会     宮田貞三委員長 

 本年度の国際ロータリーのテ

ーマは「超我の奉仕」です。超

我の奉仕は社会奉仕の実践哲学

です。手続要覧には和己的な欲

求と、他人の為に奉仕したいと

いう感情とのあいだに存在する

矛盾を和らげようとすると書か

れています。今年のガバナーは、

すい言葉で説明されました。超

我の奉仕とは、善意と思いやりの心からの奉仕のこと

です。奉仕、サービスとは、日本人にはなじみにくい

言葉ですが、尽くすと言いかえた方がわかりやすいと

思います。親が子に尽くす行為は、愛情と思いやりの

心からで、何も見返りを期待しない一方的な尽くしっ

ぱなしの奉仕です。これが超我の奉仕の精神です。昔

の映画の話で恐縮ですが、西部劇でシェーンという映

画がありました。ラストシーンで少年が去っていく主

人公に“シェーン”と何度も叫びますが振り返らず、

馬に乗って去って行く主人公シェーン、何も見返りを

求めない尽くしっぱなしの後姿の格好良さ、それが超

我の奉仕の姿です。何も古い映画の話を持ち出さなく

ても、格好良い後姿・超我の奉仕に徹している人を見

ることができます。2640 地区のために毎日活動なさ

っているガバナーの平尾さん、代表幹事の楠部さん、

素晴らしい後姿です。そして地区のために活動されて

いる地区幹事のみなさん、それから地区大会の委員長

の岡田さん、大会幹事の宇恵さん、善意と思いやりの

大きな心で、多少の変更にも楽しみながら余裕で準備

されている二人の後姿、そして地区大会の実行委員会
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の各担当委員のみなさん、海南東ロータリーの会員総

ての方々が、すでに超我の奉仕を実践されている、善

意と思いやりに満ちあふれた方々ばかりです。どうか、

地区大会終了後は、社会奉仕委員会にお力を貸してい

ただきたくお願い申し上げます。社会奉仕委員会は、

ロータリーのエンジン、心臓の鼓動と呼ばれています。

社会奉仕の各プロジェクトを実施して、なお一層ロー

タリーに輝きを与えて下さい。ＲＩでは①本年度も識

字率の向上を重要視しています。世界で読み書きがで

きない人口は８億８千万人と推定されています。イン

ドでは毎年４万件もの交通事故が発生しています。事

故の主な要因は、運転手が交通標識を読めないためだ

と言われています。書き損じの「著書」と「ポケット

コイン」の募集を計画しています。環境保全全事業と

してロータリー100 年の森に協力します。②3000 本の

植樹を目標に、今年は昨年植樹して活躍しなかった木

の補植事業に協力する。理事会で承認いただき、クラ

ブ予算より１人当り 5000 円寄付させていただきます。

よろしくお願い申し上げます。③エイズ問題にも取り

組みます。先進国の中で日本だけがＨＩＶ感染者が増

えています。感染者が１万人を突破しています。実際

の感染者は２～３倍と推定されます。Ｈ17 年 10 月 23

日“世界エイズデー 2005 年 in 和歌山”として和歌

山駅前で行う啓発運動に協力する予定です。日本での

エイズ感染拡大の歯止めのきっかけになればと期待

しています。レッドリボンプロジェクトです。クラブ

支援目標１人当り 500 円となっています。レッドリボ

ンを着けることにより「エイズ感染者に偏見や差別を

持っていない」「予防に関心がある」という自己メッ

セージです。 平尾ガバナーの特長が出ているプロジ

ェクトに高齢者への心づかいがあります。地区内でも、

クラブ内でも高齢者に対するいろいろな対策が重要

です。是非取り上げて欲しいとの事です。どのクラブ

でも年々高齢化が進んで行きます。しかし、クラブ運

営には経験豊かな人の知識が特に必要です。できるだ

け役職についていただき今まで得た知識を発揮し、リ

フレッシュしていただく事が大切ですとの事です。当

委員会では、委員の皆さんにそれぞれ、プロジェクト

を担当していただく事にしました。環境保全には中村

文雄さん、エイズ問題の取り組みに岡田さん。今年も

行うたんぽぽの会との交流会には上南さん。識字率の

向上は上芝さん。高齢者への心づかいには林さんにな

っていただきました。以上が社会奉仕委員長会議の報

告と本年度の予定です。 
○職業奉仕委員会   山田耕造委員長 

議は 7 月 職業奉仕委員長会

15 日（日）午後１時から４時ま

で、和歌山ＪＡ会館で開催され

ました。職業奉仕に関わってか

ら、職業奉仕はロータリーのあ

らゆる奉仕活動の中でもっと

も重要なものであり、ロータリ

ーの原点である。職業奉仕なし

にロータリーは考えられない

というようなことを聞きます。同時に職業奉仕ってな

んよう。なんかようわからん。ということも聞きます。

というようなことで職業奉仕について何かを勉強す

るつもりで出席をいたしました。会議はプログラムに

したがって進められたのですが、印象に残っていると

ころから話をさせていただきます。「職業奉仕につい

て」というタイトルで、水田パストガバナーの講演が

ありました。水田パストガバナーのお話は何回か聞く

機会がありました。今まで、なんかよくわかりづらか

ったのですが、「ロータリーはシカゴのすさんだ時代

に始まったものであるので、最初は職業奉仕と親睦で

あった。職業奉仕については手続要覧第５章に書かれ

ているが、わかりにくいものである。職業奉仕は金銭

にこだわるものでなく、適正な利潤を追求するもので

ある。自分の仕事をしっかりやって社会に貢献するこ

とが職業奉仕なんだというようなことであったと思

います。また、４つのテストについてはすべてのロー

タリアンが同一の立場で、同様の考えでなければいけ

ないというのではなしに、各ロータリアンがそれぞれ

の立場で解釈すればよいのではないかということで

した。いずれにしても、職業奉仕とはわかりにくよう

であります」そのなかで、はっきりと覚えております

のが、平尾ガバナーの「他人が得をするのが社会奉仕

であり、自分が得をするのが職業奉仕である」という

言葉でした。多くは語られませんでしたが、職業奉仕

の真髄を言い当てておられるのでなかろうかと思い

ます。「平尾ガバナー年度を迎えてという」タイトル

で、桃田地区職業奉仕委員長の講演も印象に残ってお

ります。この方は３回目の地区職業奉仕委員長とのこ

とですが、前窪ガバナーのときの地区大会の記念講演

を 23 分にまとめたビデオの放映がありました。（山形

県の藤川パストガバナー（国際研修部のリーダーとの

ことでした）「会場で聞いたときはあまり覚えてない

が、今このビデオを見たら、ものすごくええなという

声が多かったです。このビデオは地区から各クラブに

近々送ってくれることになっております。職業奉仕月

間に放映してほしいとのことでしたが、私としてはで

きれば桃田委員長に卓話をお願いしたいと思ってお

ります」。他にも桃田委員長の話のなかに、ザルで羊

の毛を洗う老婆の話が出てきます。老婆の仕事は羊の

毛を洗ってきれいにすることですが、ザルを水につけ

ると水はサーと入ってきて、毛を洗って、ザルをあげ

れば水は出て行く。一回の洗いではそんなに目だって

きれいになることはない。しかし、一回の洗いではそ

んなにきれいにならなくてもいいのではないか。何回

も繰り返し洗ううちにきれいな毛になってゆく。ロー

タリーでも同じことでないかということです。話を聞

いても、水が出て行くようにすぐ忘れてしまう。しか

し何回でも話を聞いて、何回でも忘れることをしてい

るうちに、少しずつ進歩していくのではないか。だか

らロータリーの例会には必ず出席することが大事な

んだというようなことでありました。私のことを言わ

れているような気持ちでありました。ロータリアンが

行うボランティア活動、ロータリーボランティアにつ

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 



いて、角谷（つのや）地区副委員長より説明がありま

した。ロータリーボランティア活動は主としてロータ

リアンが自分の専門職を持って、ボランティア活動を

するもので、例えば、医師の方が災害のときの救助に

かけつけるというようなことです。自分の専門職でボ

ランティア活動をしてやろうとお考えの方は事前に

地区に登録していただくことによって、ボランティア

活動が必要になったときに地区より連絡が来るとい

うものです。登録書式はクラブにも届いておりますが、

詳しいことにつきましては地区に聞いていただいて

も、結構かと思います。地区の考えている登録人数は

2640 地区の総会員数の１パーセント位ということで

す。もちろん、多いに越したことはないと思いますが、

角谷さんは空登録をしないで欲しいということでし

た。いざ、ロータリーボランティア活動が必要になっ

たときに、ロータリアンのやむにやまれぬ事情により、

参加できないのは仕方ないが、ロータリアンに参加す

る意思のないのはロータリー活動にとってマイナス

ということのようです。以前、社会奉仕委員長会議に

行ったときはなかったのですが、５月８日の地区協議

会のときから８グループに分かれて、テーマを決めて

意見交換を行い、各グループの代表が意見発表をする

ということになりました。私は７グループなのですが、

ガバナー輩出クラブということで、当然のように意見

発表者ということにさせられました。今回も意見発表

と８月２０日までに報告書の提出を言われておりま

す。自分の意見発表に気をとられまして、他グループ

の意見はあまり把握できておりません。ご了解をお願

いします。第７グループは田辺東、海南東、和歌山中、

打田、美原、貝塚コスモス、羽衣、堺、堺西の９クラ

ブでした。７グループの討論テーマは「各クラブの職

業奉仕活動の成功例、失敗例」としました。いきなり、

その場でこのテーマに決めたのですが、各クラブとも

活発に成功例を出してくれました。 
貝塚コスモスクラブは４委員会合同で空き缶集めを

．閉会点鐘 

．次回例会 
会 平成１７年８月２２日（月） 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
崎博司君  海南高校時代、お世話になりました。 

林 孝次郎君 した。 
 

宮田貞三君  の報告させてい

山畑弥生君  では、たくさんのニコ

 

度のロータリア

モンス

ー

出た様子です。印度の財政

して、車椅子２０台を社会福祉団体に寄付した。 
羽衣クラブは会員の全員が順番で職業卓話（１回３０

分）をしてそれを基礎に年２回職業フォーラムを行っ

ている。今年も行う。クラブとして、自分の専門職に

よる、今日聞いたロータリーボランティア活動を行っ

ている。堺クラブは会員が聞きたいことを調べた上で、

会員の専門職のロータリアンに意見を聞く例会をや

っている。去年もやったが好評であった。和歌山中ク

ラブは予算なしで活動している。社会奉仕と関連して

会員の病院で医師会員が卓話をしている。自分の体が

心配な会員もおり好評である。また、工場見学と親睦

を兼ねて実施している。田辺東クラブは会員企業の社

是とか、会員個人の信条を集めて本にして、全員に配

り、例会で各会員が自分のことを説明する。他の会員

に自分のことをわかってもらえると好評である。打田

クラブはクラブの考え方として、自分の仕事を一生懸

命やることが職業奉仕であるとしてやっている。柏井

ガバナー補佐からは自分のクラブの会員が自分の職

業のトピックスを１年に１回は例会で発表している

とのことでした。海南東は失敗例として、インターン

シップを計画したが、受け入れ体制をつくる時間がな

かったことを話しましたが、先ほどの委員会報告で申

しあげたように協力していただける方が増えてきて

おります。今後もよろしくお願いします。 
○３０周年記念委員会 吉田昌生君 
 例会終了後、残ってください。 
 
９
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第 1411 回例

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

塩
山名正一君  先々週の土曜日、「若竹会」参加して

きました。        
山名さんありがとうございま

新垣 勝君  ライラ参加ありがとうございました。

吉田昌生君  ビジターの中村さんは海南観光協会

会長であります。本日はありがとうご

ざいます。地区大会の表紙に藤白神社

が載っています。 
社会奉仕委員長会議

ただきます。 
先日の夜間例会

ニコご協力頂きありがとうございま

した。 

 
 
 
 
 
印

ン、モンスーン罹

災者を支援 
記録上、最大の

ンによる洪水と地滑り

の被害者を助けるために、

印度、マハラシュトラで、

ロータリアンが災害復旧

支援活動に参加しました。

１週間以上も間歇的に降

る雨で片付けの作業が出

来ず 1,000 名に近い死者が

首都ムンバイ（Mumbai）（旧称ボンベイ）の住民の

殆どを含む、2,000 万に近い住民がこの雨で被害を受

け、第１日目の雨量は 940 ミリに達しました。”ここ

に 50 年間住んでをりますが、この様な事は初めてで

す”とボンベイ・バンドラクラブのシャイアム・ルパ

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 



ニ会長が語りました。ムンバイの 70 のロータリーク

ラブの会員達と同じ様に、ルパニ会長は、自分の家族

の面倒と、他の罹災者を助ける二重の仕事に追われて

おります。”家を含め、全てを失った多くの人達を、

私達は助けてをります。然し、これは容易な事ではあ

りません。未だに通信が困難で、携帯電話が、やっと

3 日前に復旧されました。今迄は地上線による通信は

困難でした”と会長がコメントしました。RI の 3130
と 3140地区内の多くの人達が緊急に食糧と支援物資

を必要としており、この地域の人達は、家を 10,000
戸、15,000 の家畜を失い、30 万エーカーを越す農地

が被害を受けました。マハラシュトラ州政府の推定に

よると、インフラと物的被害額は米貨 34 億弗に匹敵

します。他の都市で被害を蒙ったのはピューン、ライ

ガド、ラツナギリ、テインでピューン-シヴァジナガ

ルクラブのデイーパク・シカルピュール会長の報告に

よると、同クラブの会員が雨で線路が流されて、立ち

往生した列車の乗客に食事を配りました。”500 名を

越す乗客を助け、時宜に適した我々の支援に感謝され

ました”と会長は報告しております。シカルピュール

会長は、危機は去った訳ではなく、クラブは罹災した

ロータリアンを会員の家に無料で泊めたり、衣類や医

薬品の配布や、両親を失った子供達の教育援助を行っ

ております。Ｄ3130 内のロータリアン達は寄贈され

たか、地区保有の救援資金を使い、地元で購入した救

援物資を配布しました。救援物資はトラック３台の食

料品、寄贈された毛布 1,000 枚と医療用品でした。支

援に関しての詳細は次のＲＩウエブサイトを御覧下

さい。 
 
ＲＩがインドネシアの緊急ポオリオ防

インドネシアでのポリ

オ

シカゴ国際大会リポート 

ロ

疫用に 25 万弗を認可 
国際ロータリーはＷＨＯの

防疫活動用資金として、米貨 25 万弗供与を許可し

ました。約 2,440 万の 5 才以下の子供をポリオから守

る為に国内統一防疫キャンペーンが 8 月 30 日と 9 月

27 日に行われます。これは、4 月に西ジャワで防疫

されていない子供がポリオに罹った事に対応する為

のものです。印度のムンバイに在るＷＨＯの研究所で

の遺伝学的な伝染経路調査によると、2003 年に西ア

フリカで発生し、広く伝染したポリオ ウイルスと同

じものでした。専門家によると、ウイルスは恐らく西

アフリカのナイジェリアからスーダンを経由した旅

行者によりインドネシアへ運ばれたものと考えられ

ます。ポリオは其処で数州に広がり 2005 年 7 月 27
日現在で 155 件が報告されております。過去 10 年間

ポリオの無かったインドネシアでのウイルス拡散防

止の緊急性を考慮し、カール・ヴィルヘルム・ステン

ハマーＲＩ会長は”我々は出来る限りの手を尽くし、

効果的で安全なワクチンの使用で、悲劇と一生涯の後

遺症を止め、容易にポリオに罹るのを阻止出来るので

すから、防疫されない子供を 1 人も無くするようにし

てポリオの拡散を止め、私達は、出来る限りの事をし

なければなりません”と述べました。インドネシアの

ロータリアンが総動員され、同国でのポリオ蔓延防止

活動に参画し、計画されている NID に参加する予定

です。ロータリアンの活動範囲は、子供達が防疫され

る事の重要性を地元で教え、経口ポリオワクチンの投

与、及び地元の指導者が全ての子供に連絡するのを支

援し、保健関係者が投薬を受けた子供の正確な記録を

作る事を助ける事です。 
 

159か国からの約4万人（非公式）の参加者を得て、

ータリー100 周年を祝うシカゴ国際大会が、6 月 19
日に開会しました。開会本会議は､会場の都合で 3 回

行われ、日本人の多くは 2 回目に参加しました。ブリ

スベーン国際大会のとき、旅立った 5 つの 100 周年

記念の鐘が、それぞれに世界中の異なった場所回って、

シカゴ国際大会の会場に再び集まりました。開会点鐘

では、この 5 つの鐘を同時に鳴らし、100 周年の記念

大会にふさわしいものになりました。ロータリー100
周年を祝う国際大会にふさわしく、20 日の本会議で

は、ロータリーの最初の 100 年を振り返りました。

スクリーンには、国際ロータリーのアーカイブに保存

されている、創始者ポール・ハリスやロータリアンた

ちの奉仕活動の映像や写真が、次々と映し出されてい

きました。また、『奉仕の一世紀』の著者デビッド C.
フォワード氏のインタビューやポール・ハリスの秘書

として国際ロータリーで働いた女性がその思い出を

語るなど、興味深い話が続きました。この日のメーン

は、テッド・ターナー氏の講演。ターナー氏は、ロー

タリーから、特に職業倫理について学び、「超我の奉

仕」と「四つのテスト」の考え方に賛同したと、述べ

ました。ロータリー100 年の歩みを振り返った前日に

続き、21 日は、「今日のロータリー」というテーマで、

現在、国際ロータリーで、そして、各クラブで実施し

ているさまざまなプロジェクトを紹介し、ロータリー

やロータリー財団の意義を考えました。特に、親が奴

隷だったという貧しい祖父母に育てられた自分がロ

ータリー財団の奨学金を得て学び、現在、ホワイトハ

ウス・大統領特別顧問および大統領人事局長補佐を務

めるに至ったという、「優美と報恩の冒険」というテ

ーマのエリック・モトリー博士の講演は、ロータリー

財団親善奨学生の意義深さを再認識するものとなり

ました。また、ロータリーが長年取り組んできたポリ

オ撲滅に関する経緯と現在の状況の報告が、世界保健

機関事務局長 J.W.リー博士からあり、ポリオのない

世界をというロータリアンの目標達成が目前のでき

ていることを示唆し、喜びを分かち合いました。 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


