
 
 
 
 
 
 
 

第 1717 回例会 

平成 24 年９月３日(月) 
19：00～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

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．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 32 名 

  出席率 58.18％ 前回修正出席率 78.18％ 

 

６．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

月初めの第一例会は、誕

生日と結婚記念日をお祝い

する日です。7月、8月は夏

の暑い時期なので結婚され

た方はいませんでした。今

月からは毎月おられます。

今年度はこのお祝いに植木

をプレゼントすることにし

ました。 

ご存知のように世界的に

は各地で木の伐採が進んで

おり、毎年森林面積が縮小しています。昔栄えた多く

の国が木を切りすぎたために砂漠化し滅びてきまし

た。日本は幸い中国大陸に隣接しているため、頻繁に

低気圧が流れてきて多くの雨を降らします、放って置

いても木が育つ恵まれた環境にありますが、人工林や

駐車場や道路のため多くの畑や山林がコンクリート

で固められました、木は自然環境を浄化する作用があ

りまた災害防止にも役立ちますので出来るだけ大事

にしていきたいと思います。貰って頂く木は、ただの

木では面白くないので、毎年食べられる実のなる木を

植えてみては面白いのではないかと考えました。 

木は植えるシーズンがあり、それに合わせて植える

必要がありますので、記念日にはリストをお渡ししま

すのでその中から好みの木を選んで頂いて、植えるの

に良い季節に持ち帰って頂きます。植える場所のある

方はそのまま植えてもらっても良いし、無ければしば

らくポットの中で育てて頂き、大きくなり過ぎるよう

でしたら適当なところに移植して下さい。 

肥料や消毒に手のかかる木も有るかも知れません

が専門家に助言をお願い致します。実のなるのを楽し

みに育ててみて下さい。これを機に木を育てることに

興味を持っていただければ幸いです。 

以下の中からお好みの木を選んでください。 

（ ）内は植える時期 

ブルーベリー （春） 

みかん （春） 

レモン （秋） 

きんかん（春） 

梅   （春） 

暖地さくらんぼ（秋） 

バラ（春、秋） 

 

７．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○新クラブ RI 加盟認証のお知らせ 
 大阪千代田ロータリークラブ 
  RI 加盟認証日 2012 年 8 月 22 日 
  チャーターメンバー 28 名 
  クラブ事務所 〒590-0021 
         堺市堺区北三国ヶ丘町 1-1-16 

例会場 K’z キッチン 

（河内長野ボーリングホール内） 

  例会日 木曜日 19：30～20：30 

  ビジターフィー 1,000 円 

 

８．委員会報告 

○広報・雑誌・IT委員会   委員長 宮田 敬之佑 君 

「ロータリーの友」で、新世代の

特集が組まれています。9 月は“新

世代のための月間“です。ロータリ

ーの奉仕は、3 年前までは①クラブ

奉仕②職業奉仕③社会奉仕④国際

奉仕の４部門でしたが、新たに⑤新

世代奉仕が加えられています。是

非、読んでください。 

 それから、表紙の写真では、会

員からの投稿写真を募集していま

す。応募してください。また、29

ページには、クラブ定款と細則の

ことが解りやすく書かれています。

これも是非、読んでください。ロ
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ータリーの友は、皆さんに配布させていただいていま

すが、最近、出席率も悪く、また、もって帰られない

方も多くなっていますので、お持ち帰りください。眠

れない夜とか、時間があったら読んでください。よろ

しくお願いします。 

 

９．乾杯         副会長 阪口 洋一 君 

 ９月になり、暑さも少し和らいできました。お誕生

日を迎えられた会員、奥様旦那様、ご結婚記念日を迎

えられた方、おめでとうございます。 

 会員の皆さん、ご家族の皆さんの健康とクラブの発

展を祈念して「乾杯！」 

 

10.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1718 回例会 23 年 9 月 10 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

卓話 米山奨学生    代 向斐 様 
和歌山ダルク代表 和高 優紀 様 

 
 
 

 

     Happy birthday！ 

９月のお祝い 

☺会員誕生日 

１日 桑添  剛君  １９日 辻   亮君 
７日 中村 俊之君  ２３日 前田 克仁君 

１６日 大澤 祥宏君  ２５日 大谷  徹君 
１７日 柳生 享男君  ２８日 岸  友子君 
１８日 荻野 昭裕君   
☺奥様・旦那様誕生日 

 ４日 深谷 恵子様  １４日 吉川 かつ美様 
 ８日 柳生 多恵子様 ２０日 山畑 雅志様 
１１日 大江 由美子様   
☺結婚記念日 

１７日 柳生 享男君  ２９日 魚谷 幸司様 

☺一般ニコニコ 

 宮田 敬之佑君 ロータリーの友を読んでください。 

 倉橋 利徳君  皆さんにお世話になっています。 

 箕嶋 利一君  皆さんにお世話になっています。 

 中西 秀文君  串本町までソフトボールの試合に

行ってきました。 

大江 久夫君  皆さんにお世話になっています。 

 魚谷 幸司君  友人の息子で、阪神タイガースの

歳内 宏明（さいうち ひろあき）

君が甲子園で先発当番しました。 

小椋 孝一君  ８月 30 日、娘がニューヨークに留

学しました。 

 川田 晃司君  会社の転勤で退会することになり

ました。皆さんには短い間でいた

が、大変お世話になり、有難うご

ざいました。 

ロータリーの未来を支える新世代奉仕 
９月のＲＩ会長メッセージ 田中作次 

皆さんご存じの通り、現在、ロ

ータリーには 5つの奉仕部門があ

ります。第 5 の奉仕部門、最も新

しいのが、新世代奉仕です。 

青少年は未来のリーダー 

 子どもたちへの教育、母子の健

康の改善、家族の健康な生活の支

援は、すべて新世代への奉仕です。

また、ポリオの撲滅を通じ、次世代の子どもたちがポ

リオのない世界に生まれてくることができるように

することによって、私たちは新世代に奉仕します。ロ

ーターアクト、インターアクト、ＲＹＬＡ、青少年交

換などのロータリーの青少年プログラムは、新世代奉

仕の非常に重要な部分を占めます。今日の青少年は、

未来のリーダーであるということを忘れてはなりま

せん。若いリーダーを育成すること、そして彼らを新

会員として迎え入れることによって、私たちは地域社

会をより良くし、ロータリーの未来を確かなものとす

ることができるのです。私は長年、セールスマンとし

て働いてきました。ずっと昔のことですが、良いセー

ルスマンであるだけでは十分でないということを学

びました。良い製品を扱っていなければなりません。

良いセールスマンなら、最初の取引には成功するでし

ょう。しかし、良い製品がなければ、成功するのは最

初だけです。ロータリーも新会員を迎え入れればいい

というものではありません。会員であり続けてほしい

のです。私たちは若くて新しい会員に、長く会員でい

てほしいと思っています。私たちは彼らに 10 年後、

20 年後、30 年後にロータリーのリーダーになってほ

しいと願っています。 

新しい視点で見る 

 ロータリーを自分たちの視点からではなく、新しい

視点で見なければなりません。会員候補者に入会を断

られたら、その理由を尋ねるべきです。これは入会す

るよう圧力をかけるためではなく、より多くの情報を

得るためです。入会への障害になっているものは何な

のか。例会時間が合わないためなのか。ロータリーに

費やす時間が多すぎるのか。それとも、これまで私た

ちが考えもしなかった理由があるのか。このような重

要な事柄を質問し、それに対して、私たちは答えを出

さなければなりません。新しいことを始めるには、た

だ「前例がないから」という理由で「いいえ、そうい

うことをするつもりはありません」と言うことはでき

ないのです。例えば、例会の時に、子どもの世話をす

るようにしてみませんか。また、家族にプロジェクト

に参加してもらってはどうでしょうか。例会出席要件

を緩和し、例会の回数を減らすなど、さまざまな方法

を導入してはどうでしょうか。私たちの新しい奉仕部

門、新世代奉仕は、ロータリーの未来を支え、「超我

の奉仕」において重要な一歩なのです。 
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