
 
 
 
 
 
 
 

第 1672 回例会  

平成 23 年９月５(月) 
19：00～ 海南商工会議所 4Ｆ 

大澤ガバナー公式訪問 

 

 

１．開会点鐘       

２．国家斉唱         「君が代」 

３．ロータリーソング     「奉仕の理想」 

４．ゲスト紹介  

  国際ロータリー第 2640 地区 

ガバナー   大澤 徳平様 

代表幹事   松尾  満様 

ガバナー補佐 塩路 良一様 

海南・海南東ローターアクト 

       会長     鞍  雄介様 

寺西 利恵様 

５．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 44 名 

  出席率 73.33％ 前回修正出席率 66.67％ 

  

６．会長スピーチ     会長 田村 健治 君 

皆さん、こんばんは。国会

の牛歩戦術のようなゆっく

り台風もようやく去ってく

れました。皆さんやご親戚の

ところは大丈夫だったでし

ょうか? 県の南部では相当

の被害が出ているようです

ね。家内の里の日高郡中津村

では、川が氾濫し、電柱が倒

れたため音信不通になりました。道路も不通になり、

いわゆる孤立状態になっています。出来るだけの早い

復興を祈るばかりです。 

 話し変わって、政界ではまたまた首相が変わるとい

うドタバタが続き、ニッポン丸は漂流の危機に瀕して

いるように見えます。新総理の野田さん、「知る人ぞ

知る」人物なんでしょうが、彼が財務大臣になった時

初めて知りました。それがあっという間に首相まで登

り詰めてしまいました。このスピード出世はすごいで

すね。後がどうなるか注目です。 

 ところで、本日は恒例のガバナー公式訪問日です。

大澤ガバナーをはじめ、塩路ガバナー補佐、松生地区

代表幹事の御三人がお越し下さり、ご苦労様です。こ

の後お話を伺うことになっています。よろしくお願い

いたします。 

 

７．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山東ＲＣ 9 月 22 日（木）→9月 22 日（木） 

 18：30～ ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 

  傘寿 喜寿 還暦 会員の御祝い例会 

  

地区大会事務所開設（9月 1日） 

  〒590-0021 

   堺市堺区北三国ヶ丘町 1-1-16 C-16 

     ＴＥＬ 080-3860-3310 

     ＦＡＸ 072-233-3361 

E-Mail chiku-taikai@sakaiflower.com 

 

８．ガバナー卓話    ガバナー  大澤 徳平様 

海南東ロータリークラ

ブの皆さん、今晩は。再度

のガバナー訪問になりま

す。昨年度の地区の騒動も

あり、私は、突然のメール

をＲＩ会長から直々に受

けるなど想像できますか。

大変なことになりました。

しかも年度末の３週間前

です。びっくり仰天声を失

いました。私は現在数えの８０歳・独り者です。１８

年前にガバナーを務めさせていただきましたが、その

節も皆様に助けられてのなんとかその任を果たさせ

ていただきました。今回再びと言われましても地区の

環境がすこぶる悪く果たして私で勤まるだろうかと

自問自答いたしました。しかしＲＩ側も会長も心配さ

れ地区の正常化を取り戻すために誰を任命するか時

間をかけて慎重に協議され、時間ぎりぎりの３週間前

に白羽の矢を放たれたのが私に当ったのです。こう考

えると地区のためロータリーのために誰かがやらね

ばなりません。当った私がやらざるを得ないと決心、

皆様のご理解とご支援を頂きながら微力ですが体力
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の続く限り精一杯務めますのでよろしくお願い申し

上げます。修復・再生と職業奉仕故佐藤千壽翁の著書

「私本・人作りロータリー」の中に「悪魔は決して善

人に味方になってくれとは頼まない。ただ善人が何も

してくれないことを願うだけだ。そうすれば、この世

は悪魔の思うままになる」そして「ロータリアンは皆

善人だ。しかし善人であるだけでは駄目なのであって、

我々は積極的に善を為さなければいけない。我々が遠

慮して黙っていては、世の中はちっともよくならない

のだ」とある。しかし現実のロータリアンはどうだろ

うか。最初のボタンのかけ違いで起こった醜い悲しい

対立を修復・再生を図ることがまず先決だと考えてい

ます。そこで私は個々のクラブを公式訪問させていた

だき（合同例会ではなく）会長様・幹事様との懇談を

持ち、例会で皆様とお会いしてお話をさせていただき

ます。 

ポール・ハリスの語録の中に「物事は極度に悪くなれ

ばもうそれ以上は悪くならぬ」と言われております。

これを機に良くなるばかりの第２６４０地区です。改

めて私は堺ロータリークラブに入れていただいて３

８年数えの８０歳でございます。1992～1993年度にガ

バナーもさせていただきました。ロータリーが好きで

す。３６年間皆出席であると云うことで証明できると

思います。何が好きかといえばそれは素晴らしい方と

の出会いがあるからです。到底会えない方と会えるこ

とです。別世界の方々ともお話しできるからです。毎

年新しい方が入会されてこられます。しかも素晴らし

い方ばかりです。この方々からお話とお知恵を頂ける

のです。ありがたい世界です。次にどこが好きかと問

われますと私はルールがしっかりしていることだと

思います。しかもそのルールが時代に合わせて３年に

１回見直されていることです。世界のロータリアン

（代議員）が一堂に集まって開催される規定審議会が

それです。これがあるからロータリーは１００有余年

続いているのだと思います。細かなルールはさておき

私の好きなのはＮＯと言えないロータリーの第2640

地区のクラブ会長様・幹事様、そして地区内の全ロー

タリアンの皆様、突然のメールをＲＩ会長から直々に

受けるなど想像できますか。大変なことになりました。

しかも年度末の３週間前です。びっくり仰天声を失い

ました。私は現在数えの８０歳・独り者です。１８年

前にガバナーを務めさせていただきましたが、その節

も皆様に助けられてのなんとかその任を果たさせて

いただきました。今回再びと言われましても地区の環

境がすこぶる悪く果たして私で勤まるだろうかと自

問自答いたしました。しかしＲＩ側も会長も心配され

地区の正常化を取り戻すために誰を任命するか時間

をかけて慎重に協議され、時間ぎりぎりの３週間前に

白羽の矢を放たれたのが私に当ったのです。こう考え

ると地区のためロータリーのために誰かがやらねば

なりません。当った私がやらざるを得ないと決心、皆

様のご理解とご支援を頂きながら微力ですが体力の

続く限り精一杯務めますのでよろしくお願い申し上

げます。 

 

９．東日本大震災ボランティア報告 

海南・海南東ローターアクト 

会長 鞍 雄介様、寺西 利恵様 

8 月１７日～２１日に東日本

大震災のボランティア活動に

行ってきました。アクトのメン

バー６名と RC クラブからは、

小椋さん、中西さん、阪口さん、

中西さんの息子さん 2人の１１

名で行きました。リラ芸術創造

学 園 の

マイクロバスで、行きが 17 時

間、帰りが 22 時間かかりまし

た。作業は気仙沼市で瓦礫の撤

去や分別を行いました。津波の

被害を目の辺りにして被害の

凄さを痛感しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．閉会点鐘 

 

 

 

 

ローターアクト 
ローターアクトは、18 歳から

30 歳までの青年男女のための、ロ

ータリーが提唱する奉仕クラブ

です。ローターアクト・クラブは

通常、地域社会または大学を基盤

としており、地元のロータリーク

ラブが提唱しています。ローターアクト・クラブは、

提唱ロータリークラブの真の「奉仕のパートナー」で

あり、ロータリー家族の重要な一員です。 

 

 

次回例会 

    第 1673 回例会 23 年 9 月 12 日(月) 

     海南商工会議所 ４F 12：30～ 

会員卓話  

花田 宗弘君 林 孝次郎君 金川 龍一君 

 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


