
 
 
 
 
 
 
 

第 1430 回例会 18 年 2月 13 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 

       和歌山ＲＣ  一色武彦様 
４．出席報告  

会員総数 74 名 出席者数 45 名 出席免除会員 2名 

  出席率 62.5％ 前回修正出席率 80.56％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 

 皆さん今日は。本日の

ビジターは和歌山ＲＣ

の一色武彦様、米山の 

白様です。よくいらっし

ゃいました。寺下君の地

区大会の報告をお願い

しています。宜しくお願

いします。 
 今日は何を話そうか

なと思案していました

ところ、本棚をみますと

以前購入した PHP 総合研究所編、松下幸之助「１日

１話」と題する文庫本を見つけました。これは松下幸

之助が折々に著したり、話したりした中から人生や仕

事、経営や国家・社会に関する言葉の中から 336 編

を選び編集したものです。その中から「まず与えよう」

と題して次のように述べています。 
 『持ちつ持たれつと言う言葉もあるが、この世の中

には、お互いに与え合い、与えられ合うことによって

成り立っている。それはお金とか品物と言った物質的

な面もあれば、思いやりと言った様な心の面もある。 
 聖書の中にも「与えうるは受けるより幸いなり」と

いう言葉があるというが、人間とは他からもらうこと

も嬉しいが、他に与え、他を喜ばすことに、より大き

な喜びを感じると云うところがあると思う。そうゆう

喜びをみずから味わいつつ、しかも自分を含めた社会

全体をより豊かにしていくことができるのである。 
 「まず与えよう」これをお互い合言葉にしたいと思

うのだが、どうであろうか』。と述べています。私は

これこそロータリーに通じる精神だと思います。 

 神社の鳥居も構造的に、「持ちつ持たれつ」の構造

になっています。二本の柱が垂直でなく、少し内側に

傾いており、その上に、大きな笠石が乗っており、中

に貫がはいっているという、簡単な構造です。笠石は

乗せているだけで固定していません。これが「人」と

いう字だと石屋さんに教えてもらいました。「人」は

持ちつ持たれつで、強く生きていけるので、だから鳥

居は地震で倒れたという話を聞かないと云うことで

す。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 

 海南西ＲＣ 倉橋利幸君 2/9 

○例会臨時変更 

 那智勝浦ＲＣ 
2 月 16 日（木）→2 月 19 日（日） 

8:00～  南の国の雪まつり会場 
（那智勝浦町役場前） 

ポリオプラス募金活動のため 
2 月 23 日（木）→2 月 23 日（木） 

19:00～   海翁禅寺（会長宅） 
 
７．会員卓話 
「地区大会を振り返って」      寺下 卓君 

 地区大会の DVD が出来ました。本

日は、皆さんにダイジェストでご覧頂

きます。出演の皆

さんの奮闘ぶりを

見ていただき、地

区大会を思い出し

てください。また、

後ろに DVD のセットを置いてい

ますので、お持ち帰りいただき、

自宅でご覧ください。３枚セット

で、約４時間の収録になっています。 
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８．次回例会 
第 1431 回例会 平成１８年２月２０日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
新垣 勝君  昨日「米山選考会」へ行ってきました。 
土井元司君  中西さん横出さんお世話になりまし

た。色々いい事ありました。 
中西秀文君  昨日奈良の春鹿へ行ってきました。お

酒（地酒）おいしかったです。横出さ
ん、西川さん、土井さんお疲れさまで
した。 

西川富雄君  昨日、中西さん、横出さんにお世話に
なりました。美味しかったです。 

 
宇恵弘純君 
上中嗣郎君 
荻野昭裕君 
塩崎博司君 
木地義和君 
 
寺下 卓君  本日卓話よろしくお願いします。 
柳生享男君  弥生さんありがとう。 
山畑弥生君  いつも事あるごとに皆さんに当店を

ご利用頂き、嬉しく思っております。 
ありがとうございます。 

 
 
 
 
 
 
フロリダのクラブが失読症対策に挑戦 
 
アメリカ、フロリダ州、ジャクソンヴィルのサウス

ポイント RC とドウヴァル郡の警察体育部が力を合
わせて、地元の失読症対策に立ち上がりました。失読
症とは文字を認知、理解する能力に影響する理解能力
に傷害のある病気のことです。若しも、この問題があ
る事を知らないなど治癒しないと、当人の教育、更に
一生の運命に重大な影響を与えます。多くのロータリ
ークラブの活動と同じように、警察体育部・サウスポ
イント RC 協同の、失読症プロジェクトは、クラブの
例会卓話がきっかけでした。昨年 6 月に会員の教育者
で言語能力に問題のある子供達に個人別に教育支援
を与えているサリーロットさんが、サウスポイントク
ラブの例会に、ジャクソンヴィルの弁護士会・識字講
話部会から 3 人の卓話者を招きました。講師は失読症
対策協会のラウラ ベイレット専務理事、カレンウイ
ーヴァー巡回裁判所判事とダイアンウイーヴァー弁
護士の３人でした。ロット会員によれば、３人とも読
書は普通の人でも複雑で困難な仕事の一つである事
を説明し、コール判事は”警察体育会の役員達がベイ
レット博士と私に会い、放課後の教育計画の中で読書
に苦しんでいる７‐１４歳の子供達を、どうして助け
るかを話し合いましました”と述べました。 
サウスポイント RC のクラークヴァーガス会長と

会員が地元の失読症の問題を認め、対応の機会を探し

ておりました。”私は子供達の教育に関心を抱いてお
り、特に人格教育が大事で、それが多くの社会問題の
源になっていると思います。多くの子供達は読む事が
出来ないなど規律欠如の為に問題を起す大人になり
ます”とヴァーガス会長がプレゼンテーションに対し
て前向きな姿勢を示しました。警察体育会と識字講話
会が協議を重ねた結果、共同プロジェクトを立ち上げ
る事を決定し、先月、市当局も失読症プロジェクトを
立ち上げました。”警察体育会の役員会はこの計画に
対して、次の２年間に地域の為に６０万弗の供与を決
定しました。ロータリーは、この計画支援の為の読書
調査実施の為のボランテイアを募る計画の支援をす
る事にしました”と、其の後ロータリーの名誉会員に
なったコール巡回裁判判事が語りました。”裁判官の
立場から言うと、識字は公共の保健と保安問題です。
読書不能の子供は学校で進級が出来ず、多分小学校だ
けで終り、最後には学校から弾き出され、其の後は、
犯罪者になる可能性があります。”とこの運動を支持
しているコール判事の言葉。ロット会員は”服役者の
80 パーセント強が典型的な読書障害者です。失読症
支援が必要な子供達を、選別する必要があります。問
題が発生してから助けるのでなく、其の前に処置が必
要です。このプロジェクトは問題を抱えている子供達
を見付けて支援するものです”とコールさんが述べま
した。2 月 7 日のコーチング訓練開始日には 15 名の
ボランテイアが出席し識字問題を抱える児童心理学
が教えられました。”現在は僅か２名のロータリアン
が参加しておりますが、これは第一段階で、この計画
についての話が広がるにつれて、多くのボランテイア
が参加します”とロット会長の言葉。 

 
ベルリンマラソン参加の 

ロータリアンへ 
昨年は 224 名を越すロータリアンがポリオプラス

広報の目的でパリマラソンに参加しました。この波に
乗り、T シャツに”Rotary Moves"の標語を付け、全
ベルリンのロータリークラブ会員が、推定４万人参加
する 9 月 23‐24 日実施のマラソンに世界のロータリ
アンンの参加を呼び掛けおります。参加を通じて、ド
イツ、ベルリン・ルフトブルッケ RC が支援している、
タンザニアのルテインデイ精神病院を助けます。この
病院は精神病と麻薬や癲癇の治療をしており、ロータ
リアンのマラソン参加費の一部が、医局員や医者の訓
練費用、病院や患者用の物資購入資金に当てられます。
ベルリンマラソンへのロータリアンを含む走者には、
次の 2 年間に実施されるこのベルリンマラソンを含
む 5 大マラソンの男女のトップ勝者に、米貨 100 万
ドルの賞金を分ち合う事になっております。世界第一
級マラソン大会のボストン、シカゴ、ロンドン、ニュ
ーヨークにベルリンが加えられる事になりました。世
界メジャー マラソンの勝者名は 2007 年のニューヨ
ーク マラソン後に発表されます。アンジェラメルケ
ル獨首相が名誉会長の、ベルリンマラソンに参加のロ
ータリアンは、ベルリンの有名な歴史的景色を見なが
ら走り、ブランデンブルグ門が最終点です。登録開始
の最初 10 日間で、推定 4,000 人が登録しました。参
加希望者の早期登録を薦めます。 
詳細は、www.rotary-berlin-marathon.de  

歓迎会２次会の寄付を宇恵さん上中

さん、荻野さん、塩崎さん、木地さん

に頂きました。残金を入れさせて頂き

ます。 

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 


