
 
 
 
 
 
 
 

第 1587 回例会 

平成 21 年 9 月 14 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 67 名 出席者数 50 名 

  出席率 75.76％ 前回修正出席率 75.76％ 

 

４．会長スピーチ      会長 花畑 重靖君 

私が実行委員長していま

す海南市美術展、海南市写

真の審査は明日 1 時からで

す。公開審査ですので、参

考のために見に来て頂けた

らと思います。また、表彰

式は１０月３日です。角谷

会頭さん、よろしくお願い

します。和歌山県展には、

審査員マスターズ･オブ･ア

ート和歌山として展示します。 

宜しくお願いします。 

 
５．幹事報告         幹事 寺下 卓君 
○メーキャップ 
 和歌山南 RC  花畑 重靖君  7／31 
○例会場変更のお知らせ 
 有田 RC 

10 月 1 日（木）→10 月 1 日（木）18：45～ 
  橘家（月見例会） 

10 月 8 日（木）→10 月 8 日（木）12：30～ 
橘家 

 和歌山北 RC 
10 月 5 日（月）→10 月 8 日（木）18：30～ 

和歌山東急イン 4F 
ガバナー公式訪問 

（和歌山東 RC との合同例会） 

６．委員会報告 
○ロータリー情報委員会   委員長 土井 元司君 

9 月中に I.D.M 開催よろしくお願いします。 
テーマ 
１）会員増強について 
２）35 周年記念事業の提案 

○会員増強委員会      委員長 中尾 享平君 
 本年度 2～3 名の増強（特に女性会員）よろしくお

願いします。 
 
７．会員卓話  
○社会奉仕委員長会議報告  ＰＤＧ 平尾 寧章君 
村上ガバナーあいさつ、

RI とクラブの関係を話さ

れ、クラブの独立性を強調。

クラブの社会奉仕活動はロ

ータリーの奉仕理念に反し

ない限り自由にやって下さ

い。そしてマンネリになら

ないよう変革も考えてほし

い。前窪社会奉仕カウンセ

ラーは手続要覧の社会奉仕

に関する 1923 年の声明のプリントを配り、帰ってか

らでも読んで下さい。そしてフォーラム卓話等をして

下さいとのこと。私も読み直しましたので報告します。 
決議 23-34 

（１）第一項はロータリーとは何かを説明しています。 
ロータリーは基本的には人生哲学であり、利己と利

他との調和を目的とする人生哲学であり、その哲学と

は、Service Above Self（超我の奉仕）であり、He profit 
most who service best（最もよく奉仕する者、最もよ

く報いられる）の実践的職業倫理となっていましたが、

2004 年の手続要覧により、He profit 以下は省略され

ています。 
（２）4 つのことを実行すること。 
・例会で自己研鑽をして頂く 

 ・ロータリーの会員は地域の職業人の代表ですから

クラブとして実践例を示すこと（クラブとして奉仕） 
 ・ロータリー個人が職業と日常生活でロータリーの

理念を実践すること（個人として奉仕） 
・ロータリアンとクラブがロータリーの理念と実地

を示すこと。（個人とクラブの両方での奉仕） 
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（３）国際ロータリーは 3 つの目的を持っている 
 ・ロータリーの奉仕理念を提唱すること 
・ロータリーの拡大増強 
・ロータリーの情報の伝達 

（４）奉仕する者は行動しなくてはならない 
 ロータリー個人もクラブも奉仕の理論だけでなく

実践すべきであり、出来れば地域のニーズは多くある

ので、会計年度に完了できるものが望ましいとなって

いますが、最近の傾向として、継続性を重視し、RI
は CLP（クラブリーダーシッププラン）を打ち出し

ています。 
（５）ロータリークラブと国際ロータリーの関係を書

いています。ロータリーの網領を無視しない限り、ク

ラブとしてどのような社会奉仕活動をしてもよろし

い、クラブの独立性、自治権を定義しています。 
（６）ａ）地域のニーズを探り、善良な市民とともに

社会奉仕活動をすべきである 
ｂ）ロータリークラブの奉仕活動は宣伝を目標として

はならないが、有益な事業は正しい広報が行われるべ

きである。 
ｃ）ロータリークラブは他の機関がすでに立派に行っ

ている事業との重複を避けるのがよく、協力するか又

は、新たな機関を作って活動するのが望ましい。 
ｄ）クラブが一塊になって行動する事業（団体奉仕）

よりもすべてのロータリアン個々の力を動員するも

のの方がロータリーの精神によりかなっている。（個

人奉仕）なぜなら、ロータリーとはロータリークラブ

の会員にロータリーの理念と奉仕活動を経験してい

ただくのが目的である。 
○地区社会奉仕委員長        谷脇 良樹君 
今回は例年より欠席ク

ラブが多いようでした。 
村上ガバナーの要請で

今年度は地区強調事項と

して、地震対策（防災）に

ついて取り組み、各クラブ

に協力をお願いする。各ク

ラブ会員の意識改革の必

要性を第一に会議を進め、

各地域に合った対策を書

くクラブの社会奉仕委員会としての事業展開をまず

行えればと言う内容でした。 
他にエイズ、識字、「ロータリー100 年の森林」につ

いての話もありました。 
 
８．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1588 回例会 21 年 9 月 28 日(月) 

      海南商工会議所 ４F 12：30～ 
       ・新会員卓話 千賀知起君 

   ・職業奉仕委員長会議報告  
 
広報誌「ＲＯＴＡＲＹ世界と日本」創刊 

Ａ5 判 16 ページ 1 セット（10 冊） 525 円 

（本体 500 円 消費税 25 円 送料別） 

 
 

Happy birthday 

 
○会員誕生日 

１日 桑添 剛君   １７日 柳生享男君 
７日 中村俊之君   １８日 荻野昭裕君 
８日 上芝良造君   １９日 辻  亮君 
９日 山田耕造君   ２５日 大谷 徹君 

１２日 吉田益巳君   ２８日 岸 友子君 
１６日 大澤祥宏君 

○奥様誕生日 

 ４日 深谷恵子様   １４日 吉川かつ美様 
 ８日 柳生多恵子様  １８日 田中順子様 
１１日 大江由美子様  ２０日 山畑雅志様 

○結婚記念日 

１７日 辻 秀輝君   ２９日 魚谷幸司様 

１７日 柳生享男君 

○一般ニコニコ 

平尾寧章君  社会奉仕委員長会議の関連事項を話

します。 
花畑重靖君  写真のことで同封しています。 
       京都市美術館副館で明日 9/15～9/20

写真展やりますので、期間中は京都生

活です。 

 
 
 
 
 

ロータリーとグーグルが協力 
 
アメリカのソフトウェア会社グーグル（Google）

との協力により、100 年近く発行されてきた『THE 
ROTARIAN』のバックナンバーが、インターネット

上で、無料で閲覧できるようになりました。現在、

1959～2008 年の間に発行されたすべての号が、検索

機能のついたグーグルブックスを通じてフルカラー

でご覧いただけます。グーグルとの協力関係は、ロー

タリーの歴史的資料を世界中のロータリアンが利用

できるように

する取り組み

の一環として

結ばれました。

国際ロータリ

ーで文書の保

管を担当する

ス テ フ ァ ニ

ー・ジョルダーノ氏は「グーグルがすべての号を無料

でスキャンし、検索できるよう索引の作成作業を行っ

ています」と説明。すべてを掲載すると、7 万 2,000
ページ以上を閲覧できるようになります。詳細はＲＩ

の日本語ホームページをご覧ください。 
http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/Pag
es/090831_news_google.aspx 
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