
 
 
 
 
 
 
 

第 1564 回例会 21 年 3月 16 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   「我等の生業」 

３．出席報告  

会員総数68名 出席者数47名 出席免除会員1名 

  出席率 69.12％ 前回修正出席率 73.53％ 

 

４．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様、今日は。奈良

のお水取りも終わり、

桜の開花も聞かれるよ

うになりました。 
3月14日、花畑さん、

ペッツ出席御苦労様で

した。花畑年度も準備

段階に入ってきました。

そしてその分、私の年

度も残り少なくなって

参りましたが、しかし

これから3月、4月とたくさんの大切な事業が残って

います。3月中にIDMの開催をお願いしています。3
月20日はイースト会のゴルフ大会、4月2日から5日
までWCSでフィリピンのセブ島訪問、4月12日（日）

家族会で天満の繁昌亭、4月13日地区大会のゴルフ

大会、4月19日（日）片男波海水浴場でたんぽぽの

会との交流会で、カヌーと地曵網の体験、4月26日
（日）堺リーガロイヤルホテルで地区大会、ガバナ

ーの懇親会、5月16日（土）甲子園の野球大会と、

各事業が目白押しです。尚一層の皆様のご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 
財団奨学生、

ニルダさんの

お別れ会を、

先週花田さん

のお店でさせ

ていただきま

した。彼女は

日本に来られ

た事、そして

海南東 RC に

お世話になれた事は、私にとって大変幸せでした。

特に海南東RCにお世話頂いたおかげで、倉敷市の英

会話の先生になれましたし、楽しい思い出も沢山出

来ました。皆様の御恩は一生忘れません。有難うご

ざいました。皆様によろしくと御礼を言っていまし

た。 
3月13日を含む一週間は、世界ローターアクト週

間となっています。今、私達が提唱している海南東

と海南ローターアクトクラブは、会員2名に減少し

ています。学生から社会人の18歳から30歳という年

齢制限があるため、アクトの会員増強は難しいもの

があります。RACは新世代育成という重大な役目を

持っています。アクトは会員が自主的に活動するの

が本来です。しかし、アクトの発展の為に、提唱ク

ラブとしてかかわって支援していく必要がありま

す。アクトの予算も毎年慣例的に割り当てて行いだ

けでなく、アクトの会員数と活動を把握して、クラ

ブの活動費に見合った予算を助成するのが、提唱RC
の責務でもあります。アクトを継続的に発展するに

は、RCとRACが良きパートナーとして互いに意見

を尊重しながら活動することが大切であるし、提唱

ECとして一層の会員増強を支援する必要があると

思います。皆様の御支援お願いします。 
今日は会員卓話で、吉田昌生さんにお願いしてい

ます。よろしくお願いします。 
 

５．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 新宮 RC 
  3 月 25 日（水）→3 月 28 日（土）18：30～ 

満福（春の家族例会） 
 橋本紀ノ川 RC 
  4 月 28 日（火）→4 月 26 日（日） 

リーガロイヤルホテル堺 
（地区大会） 

 

 

 

６．委員会報告 

○親睦活動委員会     委員長 寺下 卓君 

4月12日の家族会について、出席の方よろしく。 
野球部、第三試合宮城 RC と対戦します。WBC
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日本サムライチームに負けないよう、頑張ります。

後で打ち合わせします。 
○社会奉仕委員会     委員長 中村 文雄君 
先週と同じ、たんぽぽの会片男波でやりますので、

委員さん後で打ち合わせします。 
 
７．会員卓話 

 神仏霊場会発足          吉田 昌生君 
昨年 3 月、「広く宗教

や思想信条を超えて人心

の平安、社会の安寧、世

界の平和を祈念するこ

と」を目的として、西国

各地の神社・寺院が集い、

「神仏霊場会」が発足し

ました。 
特別参拝の伊勢神宮を

起点に、比叡山延暦寺ま

での 60 社 90 寺を巡る、山と森の自然に神仏を感じ

る長大な「巡拝の道」ができました。和歌山では、熊

野三山をはじめ、8 社、5 寺が加盟しています。藤白

神社は、熊野一の鳥居（熊野の入口）として熊野路に

唯一残る熊野本地仏を祀り、今に神仏和合（習合）の

形態をとっていますので、畿内の名だたる古社名刹に

伍してゆくのに肩身の狭い思いもありましたが、会の

目的に賛同し、また先年、皆様方の絶大なるお力添え

で熊野本地仏を祀る藤白王子権現本堂が完成し、それ

に対する感謝の気持ちを込めて入会いたしました。 
大多数の日本人が唯一絶対の神や仏をかかげるこ

とがなく、永い歴

史を通じて、自然

崇拝を基調とする

神道と仏教や修験

道などとの融合が、

独自の自然観・霊

魂観さらに生命観

に根ざした神仏習

合を育んできたの

だといわれます。 
アフガニスタンやイラクを考える時、宗教の面でも

受容性に富んだ日本人の歴史的な特性、世界観がグロ

ーバリズムをかかげる世界の人々にとって、緊急かつ

重要なテーマであると思います。なかなか難しい問題

でありますが、瀬戸内寂聴さんが「いまの人々は目に

見える形のあるもの、金とかは大事にするけれども、

目に見えない人の心、神や仏の心を大事にしないから、

こんないやな暗い世の中になってしまったのだ」とい

われるように、まず足元からです。 
折から熊野が世界遺産に登録されて 5 年目の節目

の年であります。新しい朱印帳を持った参拝客やツア

ーが多く訪れるようになりました。神仏和合が本当の

世界平和をもたらし心豊かな時代をつくってゆくこ

とを説いて職業奉仕につとめています。 
 
８．閉会点鐘 

 

 

 

小椋孝一君  息子が、3 月 21 日 CD「椿」発売し

ます。小椋誠也をよろしく！ 
辻 秀輝君  以前、当例会で卓話させて頂いた私の

次男坊、健二郎ですが、このたび国土

交通大臣賞を頂きました。全国より約

250 の応募があったそうです。 
中西秀文君  昨日、新世代交流会約 50 名の参加で

無事終了しました。 
吉田昌生君  本日、卓話させて頂きます。 
中村文雄君  先日、宮田敬之佑さんに（家内、他

共々）大変お世話になりました。 
寺下 卓君  昨日、海南市民ソフトボール大会で優

勝しました。 
 
次回例会 

第 1565 回例会 平成 21 年 3 月 23 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

会員卓話：中西 秀文君 
全国ローターアクト研修会(長崎) 
ローターアクト新世代交流会報告 

 
 
 
 
 
 
財団が 3 万件目の 

マッチング・グラントを授与 
 
先天性心臓疾患を患う 20

人以上のインドの子どもたち 
(3 万件目のマッチング・グラ

ント) などに授与されます。

財団は 12 月にインド・ケララ

のコーチン・ミッドタウン RC
とイギリス・チェシャーのサンドバックＲＣの合同プ

ロジェクトに 15,000 ドルの補助金を承認しました。

この補助金により、インドの南部と北部に住む年齢 3
か月から 18 歳の子どもたちに、心臓異常を治す手術

を行うための資金が提供されます。両クラブは、この

プロジェクトにそれぞれ 5,000 ドルを寄付しました。

第 3201 地区（インド）と第 1050 地区(イギリス)もそ

れぞれ地区財団活動資金から 5,000 ドルを提供し、同

プロジェクトへの資金は総額 35,000 ドルとなりまし

た。このプロジェクトは、世界的に RC が支援する団

体のギフト・オブ・ライフ・インターナショナルを通じて

行われるものです。また今回のプロジェクトは、ロー

タリーが創立 105 年を迎える 2010 年までに、貧困家

庭の 105 人の子どもたちに心臓切開手術を提供する

ことを目指してきたコーチン・ミッドタウンＲＣと第

3201 地区の活動において新たな進展となりました。 

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


