
 
 
 
 
 
 
 

第 1714 回例会 

平成 24 年 8 月 6 日(月) 
19：00～ 海南商工会議所 4Ｆ 

北中ガバナー公式訪問 

 

１．開会点鐘       

２．国歌斉唱           「君が代」 

３．ロータリーソング       「奉仕の理想」 

４．ゲスト紹介 

第 2640 地区ガバナー     北中 登一 様 

第 2640 地区ガバナー補佐 門脇 孝文 様 

第 2640 地区副代表幹事  西浦 能兼 様 

米山記念奨学生          代 向斐 様 

 

５．出席報告 
会員総数 55 名 出席者数 39 名 

  出席率 70.91％ 前回修正出席率 78.18％ 

 

６．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

本日はガバナー公式訪

問の日です。ガバナーご指

導のほどよろしくお願い

致します。 
私の良く知っている北

中ガバナーは長らく地区

青少年交換委員会に席を

おかれその情熱的な活躍

ぶりです。青少年交換委員

会は数あるロータリーの委員会の中でも最も忙しい

委員会で、学生の派遣、受け入れ、毎月の様に行われ

るオリエンテーション、空港への見送り、出迎え、1
年間に渡るサポート、一時も気が抜けません。大変な

プログラムですが子供たちが成長して帰ってくる、あ

るいは逞しくなって母国に帰って行くのを見ている

と、大いにやりがいのあるすばらしいプログラムであ

ることを実感します。 
北中ガバナーは、このロータリーのすばらしいプロ

グラムに感銘し、毎年のように海外からの学生を受け

入れてきました。中には出来の悪い子供もいますが、

それはそれでまた教育のしがいがあると、広い心で対

応されてきました。今でも青少年交換こそは新世代、

国際、クラブ奉仕等ほとんどのロータリーの奉仕委員

会をカバーするロータリープログラムの中で最も重

要な価値ある活動だと信じられています。 
本日はよろしくお願いいたします。 

 
７．幹事報告        幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 有田南ＲＣ 8 月 28 日(火)→8月 28 日(火) 

19:00～ シーサイド松宮 

    湯浅町湯浅（親睦例会） 

○休会のお知らせ 
有田南ＲＣ   ８月１４日（火） 

有田2000ＲＣ  ８月１５日（水） 

○ＲＩ認証のお知らせ 
 2012年7月27日 泉州KUMATORIロータリーがEク
ラブとして認証されました。 
  毎週金曜日深夜０時より翌週金曜深夜０時まで 
  第１回例会 8月3日（金）０時（深夜）から 

ホームページ上にて開催 
  新ホームページ ：http://senshu-kumatori-eclub.jp/ 
    新メールアドレス：info@senshu-kumatori-eclub.jp 

 
８．委員会報告 
○国際奉仕委員会     副委員長 寺下  卓 君 
 当クラブの友好クラブのフィリピン、マンダウエ 

イーストＲＣから、昨年の災害支援、ＷＣＳの感謝の

記念の皿を預かってきました。詳細は Facebook ペー

ジに掲載していますので、ご覧下さい。 

 

９．ガバナー卓話 

第 2640 地区ガバナー 

北中 登一 様 

ご挨拶申し上げます。

ロータリーとは何か、

ロータリアンとは、更

に奉仕とは何か、と問

われても明確に、正確

にお答えになるロータ

リアンは、果たして何

人いらっしゃるでしょ

うか。学生を指導する

にしても、自分自身の
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足が地についてなければ、何もなりません。あるいは

新入会員に対して、ロータリーとは、説明できましょ

うか。親睦がロータリーの主目的であると思うロータ

リアン、中途半端なロータリアンが多いのではないで

しょうか。日本の歴史を考えてみますに、日本は明治

時代以来、和魂洋才の国を目指して近代化を進めてき

ました。明治政府は、国家神道、天皇制を『魂』とし

て、その上に西洋の知識や文明を接ぎ木しました。そ

うやって明治、大正、昭和と富国強兵の旗を掲げてや

ってきたのです。それはある程度成功したかも知れま

せん。しかし、敗戦でこのシステムは崩れ去りました。

もう和魂洋才では通用しない事に気づいたのです。 

そこでどうしたかといいますと、今度は無魂洋才でい

こうと考えたのです。魂はなくともシステムだけあれ

ば良い。テクノロジー、産業の成長発展のみを急ごう

と進んできました。そのうちに魂は生まれて来るだろ

うと、日本人は一先ず魂を捨てたのです。しかし、新

たな魂は生まれてはきませんでした。そうして精神性

を抜きにしてデモクラシーを導入したツケが、いま一

斉に吹き出しています。魂を失った日本人は、自分が

何者であるかを見失ってしまった。これはアイデンテ

ィティの危機に他ならないと、五木氏は云います。 

今の日本人は宗教を嫌っています。宗教という言葉

が出ると、汚れたものを避けようとするかのように遠

ざかろうとする。宗教は恐ろしいもの、怖いものと多

くの日本人は考えるのです。しかし、目に見えない世

界を畏怖し、恐れる気持ち、感謝する気持ちは、アイ

デンティティを作る為に不可欠なものなのです。日本

の知識人の多くは、ある種のコンプレックスを持って

日本人の宗教観を見て来ました。自然のあらゆるもの

に神が宿るというアニミズムの精神を、未開の宗教だ

と考えました。多くの家庭で神棚と仏壇が並存してい

る事を、原始人に近い、幼稚であいまいで、恥ずかし

い事だと受け止めて来たのです。何に対して恥ずかし

いのかと云えば、それは西洋に対してです。唯一神を

信じる事を近代的な信仰のありかだと考えてきたか

らです。しかし、私はそうは思いません。生きとし生

きるものすべてに生命とか神が宿るという日本の自

然観は、「共存」の思想です。知的財産であり、資源

だとも思う。この 21 世紀に必ずや必要となる考え方

です。長い歴史を振り返れば、私達日本人は、どの民

族にもまして、自然と宇宙に対しての深い共感を抱い

て生きてきました。それが見えなくなったのは 5、60

年の最近に過ぎません。日本はよく無宗教の国だと云

われたりしますが、心の深いところには、強い宗教的

感覚が今でも豊かに眠っていると信じます。日本のア

イデンティティを取り戻すために、我々ロータリアン

は、もっともっと努力し、更に次世代を担う若人にも、

そう言った道徳的教育を、interact で、或いは

rotarct で、更に、RYLA でも青少年交換学生にもして

いく必要があります。皆様のご活躍を期待しておりま

す。 

[質疑応答] 

・Ｅクラブについてのガバナーの見解について 

・今期のガバナー方針について 

・ガバナーのロータリー歴（移籍理由）について 

・ＷＣＳ地区ファンドの復活（お願い）について 

 

10．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1715 回例会 平成 23 年 8 月 20 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

委員長会議報告 R 財団セミナー 
           青少年交換委員長会議 
          社会奉仕委員長会議 

 
 
 

 

Happy birthday 

 
 
☺会員誕生日 

  ５日 上野山 雅也君  ２３日 上中 嗣郎君 
 １１日 宮田 貞三君   ２３日 重光 孝義君 
 ２１日 吉川 博之君    
☺奥様誕生日 

  ９日 桑添 養子様   １７日 中村 友紀様 
☺一般ニコニコ 

花田 宗弘君  北中ガバナー、よろしく、ご指導を

お願いします。 
中西 秀文君  北中ガバナー、門脇ガバナー補佐、

西浦副代表幹事、本日はご苦労様で

す。よろしくお願いします。 
平尾 寧章君  北中ガバナー、本日はご苦労様です。 
寺下  卓君  フィリピンのパラワン島へ行ってき

ました。現地集合で、マンダウエ イ
ーストＲＣのリトさん、ジャスミン

さんと合流しました。 
 

「会員増強および拡大月間」の目標 

8 月はロータリーの「会員増強および拡大月間」です。 

あなたの目標を以下からお選びください。 

・新会員を推薦する 

・地元地域以外に住む友人や家族を、ほかのクラブに紹

介する 

・会員候補者や新会員のメンター（個人指導役）を務める 

・ロータリーについて同僚や友人に話し、彼らをクラブの

例会やプロジェクトに招く 

・ロータリーの新世代プログラムや教育的プログラムの

元参加者をクラブ例会や社会奉仕プロジェクトに招く 

・自分の心に残るロータリー体験（Rotary Moment）をツイ

ートする 

・ロータリー・ショーケースで奉仕プロジェクトを紹介する 
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