
 

 

 

 

 

 

 

第 2026 回例会 

2020 年 2 月 17 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

会員卓話 中西 秀文 君 

 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 26 名 

出席率 63.41 ％ 前回修正出席率 65.85 ％ 

 

４．会長スピ-チ      会長 寺下  卓 君 

みなさん、こんにちは。

来週の月曜は祝日となる

ため、今日は 2月の最後の

例会となります。 

まず、報告事項ですが、

先週の金曜日、紀美野の子

ども食堂「キノコ食堂」に

山畑さん、幹事の前田さん、

社会奉仕委員長の清水さ

んと私の 4人で訪問し、支

援金とお米を寄贈してきました。多数の地域住民

ボランティアの方、海南高校大成校舎の高校生の

皆さんがお手伝いで運営を支えていました。約 100

名の子ども達が集まるそうです。ご苦労さまでし

た。なお、今週は今日、きうちこども食堂。19 日

（水）らそ恵友のこども食堂を訪問します。 

次に、昨日の日曜日、和歌山のホテルグランビ

アで、地区チーム研修セミナーが開かれ、当クラ

ブから、次年度の地区委員の花田さん、中西さん、

寺下の 3 人が出席しました。受付でマスク配布、

アルコール消毒の中、次年度の藤井ガバナーエレ

クトの基本方針や国際協議会の報告など説明を受

けました。ご苦労様でした。なお、閉会前にアナ

ウンスがあり、3月 20 日～22 日に開催予定の青少

年・ライラセミナーが新型コロナウイルスの関係

で中止されることになりました。 

続いて、2 月 10 日、先週の例会終了後、2 月度

の定例理事会を開催しましたので、主な協議事項

をご報告します。3 月、ロータリーの特別月間は、

水と衛生月間で、例会プログラムは、2日（月）は、

夜間例会（ひな祭り例会）です。9日（月）はＩＤ

Ｍ報告、16 日（月）は会員卓話で、田中淳さん。

23 日（月）は、ゲスト卓話を予定しています。な

お、30 日（月）は、5週目となるため、休会です。

また、今後の予定（3月以降）では、3月 04 日（水）

～08 日（日）フィリピン・マンダウェ・イースト

RC 訪問を花田さん、重光さん、前田さん、寺下の

4 人で予定。入会 10 年未満対象の勉強会（研修・

情報規定委員会）を 3月 18 日開催予定で調整、ク

ラブ戦略計画委員会を 3 月中の開催予定で計画し

ます。さらに、5 月 17 日（日）たんぽぽの会との

交流会を予定。6月 4日（木）～8日（月）国際大

会、ハワイ・ホノルルを計 8名で参加。家族会を 6

月 21 日（日）で計画。台湾彰化東南 RC 訪問（25

周年）は 6月 24 日（水）～の予定となります。詳

しくは、議事録をご参照ください。 

本日の会員卓話は、中西さんにお願いしていま

す。今期卓話の健康シリーズで当クラブのお医者

さんに順次お願いしています。どうぞ、宜しくお

願いいたします。なお、予断ですがロータリーの

友２月号の世界で活躍するロータリアン「世界を

変える行動人」の記事に書かれていましたが、フ

ィリピンでは、人口 748 人あたりに１人の医師と

なるそうです。ちなみに日本では、調べてみると

435 人あたりに 1人になるようです。ＷＨＯの調べ

では、世界 146 の国と地域を対象では、日本は 55

位、フィリピンは約90位、最下位はタンザニアで、

計算すると 125,000 人に 1人となるそうです。 

続いて、次の日曜日、23 日は、海南３クラブ合同

の海南クリーン大作戦、清掃活動です。参加いた

だける方、海南商工会議所、午前９時となってい

ます。宜しくお願い申し上げます。 

最後に、新型コロナウイルス、和歌山県でも感

染者が出るなど全国的に広がっています。皆さん

も人ごみの中ではマスク、食事前には手洗い等、

くれぐれもご注意ください。 

ご清聴有難うございました。 
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５．幹事報告                 幹事 前田 克仁 君 

○臨時休会のお知らせ 

有田南 RC    2 月 18 日（火） 

 コロナウィルス感染拡大防止のため 

和歌山東南 RC  3 月 11 日（水） 

有田 RC     3 月 19 日（木） 

 

６．委員会報告       

研修・情報規定委員長 上野山 雅也 君 

既に決まっているところは、案内があったと思

いますが、今月中にＩＤＭを開催していただきま

す。テーマは、①45 周年記念例会を振り返って、

50 周年記念に向けて②家族例会の行き先等です。

皆さん、宜しくお願いします。 

 

７．会員卓話            中西 秀文 君 

ロータリークラブに関わって 

入会は 2002 年 7 月 2 日で、

47 歳の時で、早いもので 17 年

目になります。当時の会長は

宇恵さんで会員数は71名でし

た。入会時の推薦者は退会さ

れました平尾先生です。なぜ

入会したかと言いますと、義

理の兄が有田ＲＣに入っていて兄も開業医で色々

な職種の人々との出会いがあまりなかったという

事もありＲＣは人との出会いがあり楽しい場所だ

からぜひ入会した方が良いと毎晩電話がありまし

た。海南３クラブの中で、会員数が多くて活気が

あるのは海南東ＲＣだからぜひ海南東ＲＣへ入会

したらといい事で平尾先生に推薦者になって頂き

ました。 

仕事が貴志川で開業していた事もあり、入会当

初知り合いも少なくさびしい思いをした事を今で

もよく覚えています。当時の会長の宇恵さんが、

少しでも早くクラブに慣れる様にという事で、親

睦委員で積極的に活動して早く会員に名前を覚え

てもらうようにと色々教えて頂きましたので今で

も新入会員の気持ちはよくわかります。新入会員

のインフォメーションで、ロータリークラブの例

会は休まない様に、頼まれたらＮＯと言わない様

という話もあり、職場から約 40 分かかったのです

が、毎回例会を出席する様にしました。 

入会して例会で次週の日曜日に海南、海南東Ｒ

ＡＣの貴志川で清掃活動があるので参加できる人

は参加して下さいという紹介があり私は興味があ

ったので参加しました。海南ＲＣが３名海南東Ｒ

Ｃ２名、ＲＡＣが 10 名程度で、ロータリアンの参

加が少なかったのでびっくりしました。ただ参加

した事でＲＡＣの事を色々と教えてもらいＲＡＣ

メンバーとも親しくなり、私が青少年奉仕活動に

関わる原点となりました。それからＲＡＣの例会

が商工会議所でありましたので毎回参加する様に

なりＲＡＣの楽しさがわかる様になってきました。 

海南ＲＣの小林さんが2004～2007年度のＲＡＣの

地区委員長になった時、ＲＡＣの地区委員となり

１年間しっかり勉強させてもらいました。2008～

2011 年、３年間ＲＡＣの地区委員長をやらせて頂

き、海外研修で韓国（ソウル）、中国（上海）へ行

った事などいい思い出ですがただ 3 年間がむしゃ

らに前を向いて突っ走っていた様な感じでした。 

その後 2016～2017 年度、地区青少年奉仕委員長

の時がロータリー人生の中で一番忙しかったです

が、今振り返ると充実感と達成感があったと思い

ます。2014～2015 年度は地区幹事で、2018～2020

年度は地区ＲＡＣ副委員長と、2019～2020 年度は、

雑誌・公共イメージ委員会委員をしています。 

どっぷりつかってしまうと、なかなか抜けられ

ない世界ですが、楽しいのも事実です。以上の様

に８年地区に関わっていますが、ほぼ一貫して青

少年奉仕です。ローターアクトクラブは、18 歳か

ら30歳までの青年男女が集うロータリークラブが

提唱している組織ですが私が入会した時は、海

南・海南東ＲＡＣがありましたので、私のロータ

リークラブでの原点はＲＡＣに関わって活動して

きた事だと思います。2640 地区でも最盛期には、

ローターアクターは 200 名を越えるメンバーがお

り、ローターアクトクラブも 12 クラブありました

が、現在では人数も減少し、ローターアクトクラ

ブも 8 クラブになり少しさびしい気持ちですが私

はＲＡＣにはまったロータリアンの１人で、たく

さんの財産を得る事ができました。 

今でも忘れられないのが、2011 年 8 月 17 日～21

日の５日間、海南・海南東ＲＡＣの活動で合計 11

名ロータリアン３名が東日本大震災で被災した宮

城県気仙沼市

で支援活動を

行ったことで

す。マイクロ

バスで行きが

17 時間、帰り

が 22 時間と

いう大変過酷

な日程でした。現地では気仙沼ボランティアセン

ターの指示を受け、民家周辺に落ちている廃材の

仕分けや泥の撤去、田んぼにたまった水を抜く作

業などを行い、周辺にはたくさんの釘などが散乱

し自分達が乗ったバスがパンクするトラブルもあ

りました。廃材の中には雛人形、写真、はんこな

どが落ちていることもあり、大事そうな物は同セ

ンターに届けました。参加したローターアクトの

１人は「現地には物資はそろっていると感じたが、

一番復興に大切なのは被災者へのケアーなど人と

の繋がりだと感じた」と言っていました。真夏の

暑い中での大変な重労働でしたが、津波の被害を

目の当たりにして、被害の凄さを実感し参加者全

員疲れも忘れ作業に没頭したのを８年経過した今

でも当時の状況が脳裏に焼き付いています。本当

に参加者全員貴重な体験をしたと思っています。 

まさに、このような非日常的なロータリークラ



ブでの共に汗をかいた活動体験がロータリアンと

して成長できた糧になったと思います。私の会長

年度の方針で、ロータリーを楽しもうとしました

が、今まで一生懸命、ロータリーにはＮＯはない

と言われましたので前向きに情熱をもって関わっ

てきて、やっと最近本当にロータリーを楽しむ余

裕ができてきた様に思いますし、会長をさせて頂

き、少しはクラブに恩返しできたのではないかと

思っています。 

人生の宝物である多くの友人を得る事ができ改

めて感謝していますし本当に忙しかったですが関

わり続けて良かったと思っています。地域社会の

人から「ロータリーとは一体どういうものです

か？」と聞かれた場合、ロータリアンであればす

ぐに答えることが出来なければならないのですが、

実は中々明確に答えられないと思います。 

「ロータリーは本来何を意味するのか」といい

ますと、それは“ロータリー”と呼ばれる一定の

質の思想を意味します。決議 23・34 に「ロータリ

ーとは利己と利他との調和を目的とする人生哲学

である」と記されているように“ロータリー”と

は人生哲学、即ち、哲学思想を意味します。ロー

タリー運動は倫理運動ですので、ロータリークラ

ブは、寄付団体でも慈善団体でもボランティア団

体でも無く、ロータリアンに奉仕の心を授け、倫

理を提唱して行く団体、即ちロータリアンの心の

開発を第一義とする団体です。言い換えると、ロ

ータリアンの心の発達を促し、思いやり深い人間

を増やす人作りのクラブであるということです。

次に私の経験でロータリーに関わって感じた事を

お話しします。 

・ロータリー運動は、非日常的であるので、継続

して活動していなければ、ともすれば、忘れが

ちになるという事。 

・汗を流し実践することで、関わったメンバーは、

お互い共感でき、充実感と達成感を得ることが

できるという事。 

・ロータリー運動に真剣に関わると大変忙しく、

自分の仕事をある程度犠牲にする必要があるが、

それ以上に親しい同じ価値観を持った一生つき

合いできる友達ができるという事。 

・他の一般的な活動ではなかなか得られない体験

ができるという事。 

・継続は力なりと言いますが、バランス良く、関

わって行くのが長く続ける秘訣。 

・あまり無理をせず、メリハリをつけた活動をし

た方がいいのではないでしょうか。 

最後にロータリアンとして無関心や傍観者にな

らず、ロータリアンとしての倫理観に基づき「億

劫にならず」「めんどうがらず」自ら奉仕の汗を流

して頂きたいと願っています。 

 

 

 

８．閉会点鐘 

次回例会 

清掃活動 2 月 23 日（日） 

休会 2 月 24 日（月・祝日） 

第 2027 回 例会 3 月 2日（月） 

海南商工会議所４F 19:00～ 

 

 
 
 

中西秀文 君  本日 卓話させて頂きます。 

 

 

 

 

トーストマスターズとの 

協力関係(アライアンス) 
 

 国際ロータリーは、トーストマスターズ・イン

ターナショナルとの協力関係（アライアンス）を

結び、ロータリアンやローターアクターの活動や

キャリアでの目標達成を後押しします。ネットワ

ークを広げ、リーダーシップやコミュニケーショ

ンスキルを高め、地域社会にインパクトをあたえ

るための方法として、この機会をご活用ください。 

 ロータリアン、ローターアクターとして、人び

ととのつながりを築き、日々地域社会で持続可能

な変化をもたらしている皆さまへのお知らせです。 

職業人として成長する機会やクラブを超えたネッ

トワークづくりを通じて会員の体験をさらに充実

させるために、ロータリーはトーストマスター

ズ・インターナショナルと協力しています。 

 これまでの他団体との協力関係とは少し異なる

このアライアンスでは、職業人としての力を養い、

クラブを超えたネットワークを広げ、会員として

得られる機会をさらに充実させることができます。 

 

トーストマスターズとは何ですか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

トーストマスターズ・インターナショナルは、

143 カ国に 16,800 以上のクラブがある非営利団体

です。1924 年の設立以来、スピーチやコミュニケ

ーション、リーダーシップスキルの向上を目的に

メンバーが相互に学べる機会を提供してきました。

ロータリーと同じように、そのネットワークは世

界中に広がっています。 



会員やクラブはこのアライアンスに

どうやって参加できますか？ 
ロータリアンとローターアクターは以下のよう

に簡単に参加できます。 

・最寄りのトーストマスターズクラブを訪問する。 

・トーストマスターズのメンバーをクラブに招き、

ロータリーやローターアクトについて知っても

らう。 

・トーストマスターズのメンバーをゲストスピー

カーとして例会に招いたり、奉仕活動に参加し

てもらう。 

・地元のトーストマスターズクラブと一緒にでき

る活動を模索する。 

・ロータリークラブとトーストマスターズクラブ

によるアライアンスについて知らない会員のた

めに、互いのネットワークでニュースをシェア

する。 

・トーストマスターズが開発したコミュニケーシ

ョンとリーダーシップに関する各種コース（ラ

ーニングセンターから利用可）を活用する（近

日中に利用可能となる予定）： 

 ●スピーチ作成 

 ●スピーチの発表 

 ●インスピレーションを与えるスピーチ 

 ●対人間コミュニケーションーダーシップの基本 

 ●チームを率いる 

 ●リーダーシップ：コラボレーション（協力） 

 ●包括的なリーダーシップ 

 

地区内のトーストマスターズクラブ 
 

○和歌山トーストマスターズクラブ 

〒640-8033 

和歌山県フォルテ輪島本町 2-1 本町 2-1 

NPO ボランティアサロン 

電話：073-487-0001 

○大阪堺トーストマスターズクラブ 

〒590-0074 

大阪府堺市堺区北花田口町３丁１−１５ 

東洋ビル 

電話：090-8366-6176 

 

https://www.toastmasters.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリオ根絶まであと一歩のところまできたロー

タリーは、次なる課題に取り組む心構えができて

います。より多くの仲間を迎え入れ、より大きな

インパクトをもたらし、世界に変化を生み出すた

めの新たなビジョンの実現に向けて、行動を起こ

す時が来ています。 

国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを

達成するため、今後５年間の活動を方向づける 

４つの優先事項が定められました。 
 

ロータリーの戦略的優先事項と目的 
①より大きなインパクトをもたらす 

• ポリオを根絶し、残された資産を活用する 

• ロータリーのプログラムおよびロータリーが提

供する体験に焦点を当てる 

• 活動成果を挙げ、それを測る能力を高める 

②参加者の基盤を広げる 

• 会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する 

• ロータリーへの新しい経路を創り出す 

• ロータリーの開放性とアピール力を高める 

• インパクトとブランドに対する認知を築く 

③参加者の積極的なかかわりを促す 

• クラブが会員の積極的参加を促せるよう支援す

る 

• 価値を提供するため、参加者中心のアプローチ

を開発する 

• 個人的／職業的なつながりを築くための新たな

機会を提供する 

• リーダーシップ育成およびスキル研修の機会を

提供する 

④適応力を高める 

• 研究と革新、および進んでリスクを負うことへ

の意思を奨励する文化を築く 

• ガバナンス、構造、プロセスを合理化する 

• 意思決定における多様な考え方を育むために、

ガバナンスを見直す 
 

ロータリーの中核的価値観 
今日の世界は、1905 年の世界と同じでありませ

ん。人口動態が変わり、変化のスピードが加速し、

テクノロジーによってつながりや奉仕の新たな機

会が生み出されています。不変なのは、ロータリ

ーを定義づける価値観に対するニーズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

過去を敬い、未来を見据えながら、私たちは進

化を遂げ、ロータリーを時代に即した組織とする

だけでなく、繁栄させることができます。 

rotary.org/ja/strategicplan 
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