
 
 
 
 
 
 
 

第1550回例会20年11月17日(月) 
12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング      「四つのテスト」 

３．ビジター紹介 

フィリピンタグビラランRC ミタ トシオ様 
 

４．出席報告  

会員総数67名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 68.18％ 前回修正出席率 78.79％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様、今日は。ビジター

三田様ようこそおいで下さ

いました。来週は振替休日

で例会はお休みとなってい

ます。早いもので次回例会

は12月1日、次年度の役員、

理事を選出する大事な年次

総会です。お誘い合わせの

上出来るだけ大勢の出席お

願い申し上げます。 
11 月はロータリー財団月間となっています。ＲＩ

はビルゲイツ財団とポリオ撲滅のマッチンググラン

トを結びました。今年ポリオ撲滅に対して、ビルゲイ

ツ財団は、ロータリー財団に１億ドルの提供を表明し

ました。これを受けて国際ロータリーは、今後 3 年間

で同額１億ドルを集めて、合わせて２億ドルでポリオ

撲滅、いやポリオ絶滅に当たります。１人当たり 100
ドルの負担になります。私達のクラブでは、弁当の数

の調整によりクラブから財団へ、今年度は一人当たり

30 ドルを送り、同額補助に当てる予定です。会員皆

様には、先週葉書でご案内の通り、例年通り財団への

ご協力お願い申し上げます。 
ビルゲイツを知らない人はいないと思いますが、ビ

ルゲイツは 1955 年 10 月 28 日生まれの 53 歳です。

33 年間でマイクロソフトのコンピューターソフト会

社を世界一の会社にしました。コンピューターソフト

のウィンドウズは世界の 9 割のシェアを持ち、105 ヶ

国で 9 万人の社員が働いています。年間売り上げ 550
億ドル、利益率 30％です。13 歳でコンピューターソ

フトを開発し、ハーバード大学を中退し会社を創業し

ました。しかしビルゲイツであってもすべてが成功し

たとは限らなかった。アメリカ、ヨーロッパで独占禁

止法の裁判に訴えられ、会社分割の直前まで行き、又

インターネットビジネスに乗り遅れ、先般ヤフーの買

収にも失敗しました。しかし 31 歳で株を公開して、

年少で世界一の大金持ちとなり、個人資産約 600
億ドル（約 6 兆円）と言われています。誰もが彼の資

産の使い方が気になります。今年彼は会社を辞して慈

善事業を始めました。ビルゲイツには 3 人の子供がい

ます。3 人の子供達に残す遺産は１人 1000 万ドルと

決めています。600 億ドルものデカイ資産から考える

と子供達には親の資産をあてにせずに自分で生活す

るようにとの考えです。ポリオ撲滅の２億ドルは、ビ

ルゲイツ１人で出せる金額ですが、世界のロータリア

ンと一緒にポリオ絶滅の夢を持ち、達成の喜びを分か

ち合いましょうと言っています。 
ビルゲイツ夫妻は、２人の資産はビルアンドメリン

ダゲイツ財団に寄付して、死後 50 年の間でお金を使

い切るように計画しています。 
サブプライムローンで世界金融危機を引き起こし

たアメリカですが、素晴らしいお金の使い方をするの

も同じアメリカ人です。こういう金融危機の時期にこ

そ支援が必要ですと彼は言っています。 
マイクロソフト社の社内規則では、社員が飛行機に

乗る時は、国内線はエコノミーに限る。国際線はファ

ーストクラスに乗ってはいけない がマイクロソフ

トの創立以来の精神です。彼の趣味はトランプのブリ

ッジと囲碁です。創業の夢は世界の総ての机の上にコ

ンピュータを置き、誰でも使えるソフトを開発するこ

とです。彼は夢を実現させました。今度はポリオ撲滅

の夢です。ビルゲイツと一緒にポリオ撲滅の夢を実現

させましょう。 
 

６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 
 堺フェニックス RC   寺下 卓君 11／6 
 御坊南 RC       山名正一君 11／11 
○例会臨時変更のお知らせ 
 海南 RC 
  11 月 26 日（水）→11 月 26 日（水） 

12：30～    温山荘  
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７．委員会報告  

○社会奉仕委員会       委員長 中村文雄君 
11 月 29 日の世界エイズディ・キャンペーン（1 時

～4 時 和歌山駅）の行事に多くの方々のご参加をお

願いします。 
 

８．卓話 

◎職業奉仕委員長会議報告  副委員長 上南雅延君 

去る 9 月 14 日泉大津市の

「うお健ビル」に於いて開催

されましたクラブ職業奉仕委

員長会議に、宮田敬之佑委員

長の代理で出席いたしました。

宮田敬之佑委員長は当日重要

な用務があり、私が代理出席

となった次第です。海南東

RC から山名ガバナー補佐と

私、海南 RC から加藤さん、

海南西 RC から神出さんが代理で出席しました。 
 13 時 30 分 開会の点鐘、地区役員の紹介、ガバナ

ーの挨拶等会議プログラムに従って進められました。 
 14 時から 90 分間 地区委員長の角谷浩二さんが

「職業奉仕とはなにか」について熱心に講演されまし

た。角谷さんは地区職業奉仕委員長として 後の年で

もあり、「私の職業奉仕の考え方については、過去 2
年間各クラブに冊子をお送りしていますから参考に

してほしい」とのことでした。 
 尚、本日の内容についても、後日冊子にして、各ク

ラブに 3 冊ずつ送るので、講演中は「MEMO をとら

ないようにしてほしい」とのことでした。よって項目

のみ読み上げます。 
１．職業奉仕の歴史 
２．職業奉仕と社会奉仕をどのように区別するのか 
３．I serve と WE serve について 
４．例会出席と職業奉仕実践の問題 
冊子はすでに到着しており、職業奉仕について詳し

く勉強される方は、会長・幹事・職業奉仕委員長から

この本をお借りしてご覧いただきたいと思います。 
 講演の中で、始めて聞いたのは、昨年の規定審議会

において決議 23-34 が削除されたこと、現代のロータ

リーは、もはや決議 23-34 は「社会奉仕の理念、原理

を正確に表していない。」との理由らしい。 
 私が入会した頃は、各職種から一人・自らの職業に

決議 23-34 の考えを適用できる人であることが条件

でした。会員を増やすことに重きをおきすぎたのか？

時代の変革なのか？近い将来、職業奉仕はなくなり、

社会奉仕をする普通の団体となるのではないでしょ

うか？ 
 10月27日 新垣情報委員長の卓話での説明があり、

11月10日 宮田敬之佑委員長から紹介のありました、

ロータリーの友 11月号 P16 にはパストガバナー中島

治一郎さんが「決議 23-34」について発言されていま

す。 日本語に直訳したためか？大変わかりづらい文

章ですが、問題の決議 23-34 を読み上げて報告を終わ

ります。 
 社会奉仕に関する 1923 年の声明（奉仕の実践に関

する決議 34 号、手続要覧 P84） 
ロータリーは、基本的には一つの人生哲学であり、そ

れは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のた

めに奉仕したいという感情とのあいだに常に存在す

る矛盾を和らげようとするものである。この哲学は奉

仕―「超我の奉仕」の哲学であり、これは、「 も良

く奉仕する者、 も多く報いられる」という実践的な

論理原則に基づくものである。 
 
世界社会奉仕委員長会議報告 

国際奉仕委員会副委員長(WCS 担当) 林 孝次郎君 

 ９月２１日（日）に泉大津市

の「うお健ビル」に於いて開催

されました世界社会奉仕委員

長会議に出席いたしましたの

で、ご報告します。各クラブの

活動報告のまとめ、地区ファン

ドの説明があり、その後、５月

に実施しました海外視察（フィ

リピン・セブ島、第 3860 地区）

報告を当クラブで地区委員の寺下君からDVDによる

報告がありました。途中、雷による中断などアクシデ

ントもありましたが、当クラブが世話クラブとして、

実施した海外視察でもあり、宮田会長、花田君、阪口

君、寺下君、私が参加しました。主に 
これまで、取り組んできた現地クラブの WCS 事業を

中心に視察したほか、地区で取り組んでいるマングロ

ーブ植林プロジェクトなどを支援したものです。今年

度の海外視察については、現在、計画中とのことです。 
 このほか、今年度の活動計画や今後の取り組みにつ

いて意見交換が行われました。 
 

９．閉会点鐘 

 

 

 

○一般ニコニコ 

花畑重靖君  19 日、東京大学 生産技研研究生と

して勉強してきます。 

新垣 勝君  クラブ研修リーダー会議に出席し、

勉強してきました。●費頂いたので

ニコニコします。 

吉野 稔君  新品会 会食残金。 

上南雅延君  久方ぶりで●の食事でした。 

深谷政男君  ガン治療、克服しました。 

田村健治君  ハチマル会よりお知らせすることが

あります。 

 

 

次回例会 

第 1551 回例会 平成 20 年 12 月 1 日(月) 
18：30～ 初音 年次総会 

 
会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


