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District 2640 Japan

会長 花畑 重靖

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

第 2047 回例会
2020 年 10 月 26 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
会員卓話 クラブ社会奉仕委員長会議報告
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「四つのテスト」
３．出席報告
会員総数 40 名 出席者数 20 名
出席率 51.28% 前回修正出席率 61.54%
４．会長スピ-チ
会長
みなさん、こんにちは。連
日、コロナの感染者数が報道
されていますが、感染者数も
増えてきています。皆さんも
お気をつけください。
本日は、クラブ社会奉仕委
員長会議の報告をお願いして
います。宜しくお願いします。

花畑 重靖 君

５．幹事報告
幹事 田岡 郁敏 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山東南ＲＣ 11 月 18 日(水)→11 月 18 日(水)
18:30～ ホテルアバローム紀の国
（和歌山中ＲＣとの合同例会）
○例会休会のお知らせ
和歌山東南ＲＣ 11 月 4 日(水）25 日(水）
和歌山東ＲＣ
11 月 26 日(木）
有田ＲＣ
11 月 26 日(木）
６．会員卓話
○奉仕プロジェクト委員長
2020 年 9 月 19 日に和歌山
JA ビル 2F、2640 地区のクラ
ブ社会奉仕委員長会議に出席
しましたので、ご報告いたし
ます。テーマ は、「今、ロー
タリーが行うべきこと」で、
約 50 名の出席にて開催され
ました。
四つのテスト

赤松 昭二 君

言行はこれにてらしてから

①真実かどうか

③好意と友情を深められるか

②みんなに公平か

④みんなのためになるかどうか

幹事 田岡 郁敏

ＳＡＡ 角谷 太基

開催に際しまして第 2640 地区藤井ガバナーのご
挨拶があり、内容はロータリークラブに於いての社
会奉仕の実践活動の条件として①地域社会が本当
に必要としているプロジェクトであること②クラ
ブ全員が協力を得られるプロジェクトであること
③毎年異なったプロジェクトであること④年度内
に完結するプロジェクト⑤教育的に効果を狙った
継続的に行われるプログラムと異なったプロジェ
クトであることが掲げられています。いろんなとこ
ろで地域社会の発展や観光の町作りなど活動して
います。最も多く奉仕するもの最も多く報いられる
とちょうがの奉仕が人生の哲学で、それに基づいた
奉仕をロータリーはしていかなければならないと
のことでした。また、7 つの重点分野に沿ってクラ
ブの奉仕活動を模する。各クラブいろいろな奉仕活
動をされており。コロナ禍の中でもいち早く災害支
援など活動などもされており、令和 2 年福岡熊本豪
雨災害にたいしても多くの義援金が寄せられた報
告がありました。
続きまして地域社会奉仕委員長の上野山さんの
挨拶では、コロナ禍に於いてロータリーの活動も多
くの人を集めて行う奉仕活動が困難な状況下にあ
るこんな時期だからこそ明日に向かって各々のク
ラブの奉仕に関して模索計画を考える時であるの
ではないかということで、RI と地区の戦略計画や
優先事項を理解したうえで地域の特性を鑑みたう
えで社会奉仕事業の計画を行う会議にしてほしい
との話でした。また、国際ロータリーも大きな変革
をとげようと戦略計画による 4 つの優先事項では、
インパクトのある社会奉仕事業の重点化や他の団
体とのマッチング事業や参加者のやりがいを考え
なさいと言うような今までにない視点を持った計
画がされているようです。そう言った視点から会議
に先立ちましてクラブエリアにおける地域課題に
ついて 12 に分類してアンケート調査を実施し、そ
の結果に基づいてフォーラム形式で会議を行いま
した。具体的には、調査票に記載された事柄に関心
を持ったのはなぜか？それに取り組むとどう変わ
るか？それを変えるためにどんな事業が必要か？
など各クラブの思いをお互いで訪ねてみるという
ようなやり方で進められました。
まずフォーラム 1 では（地域課題解決に向けた事
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業検討）と言う事で 12 分類した地域課題の中でま
ず③福祉・保健衛生（高齢者障害福祉・低所得者等
生活福祉）で和歌山市の住みたいと思う町というこ
とで犬猫の殺処分 0 化に向けた取り組みで小さな
命に関心を寄せることにより人間社会の営みをも
優しく見つめることになり、よき人よき町の醸成が
すすみ、住みたい街に変貌するや、泉大津市の認知
症になっても住みたい町ということで認知症サポ
ーターを増やす目的で祭礼等の団体に広報活動（だ
んじりサポーター）を行いました。オレンジリング
の配布などをしているなどの発表がありました。
また子供食堂についてもわがクラブと同様な取り
組みで活動していますなどもありました。
フォーラム 2 では（ウイズコロナの事業検討）の
課題であなたのクラブは新型コロナウイルスに対
する社会奉仕事業を計画・実行している事例があり
ますか？という問いにマスク等の備品の寄付や田
辺市などでは 3 クラブ合同事業としてコロナウイ
ルス感染対策事業支援金やコロナ禍の外出自粛要
請で部屋に閉じ込められた養護施設の子供達に白
浜アドベンチャーワールドに招待する計画がある
などの発表がありました。その中で一番多い献血運
動について血液を提供してもらった人にどの様な
ものを提供しているのか？何が喜ばれるのか？コ
ロナ禍でどの様な工夫をして実施しているのか？
こんな時期に行っていいのか？などの質問があり、
その回答で提供して喜ばれているものとして生卵
が最も多く、実施する事に当たっては色んな意見が
あったのですが、血液不足の中要請もあり、感染症
対策を十分に行いながら実施したとのことでした。
その財団補助金を申請して行うなどの話もありま
した。また教育委員会の責任者の方から学校現場の
声を持って来てもらい、来るべき冬の学校現場での
困難解決向け奉仕を計画中などの意見もありまし
た。話はかわりますがこの様な時期の例会の有無や
やり方についても意見交換があり、どのクラブも模
索しよく似た対策がとりながら実施している様子
でした。
最終的に地域行政においても色んな取り組みを
している中、ロータリーとしてそれに出来るだけ行
政とかぶらない事業の実施が有効的な奉仕ではな
いかという意見があり終了しました。
最後にガバナーの講評でこの様な RLI 方式で行
った事で、色んな意見を言ったり答えたりで良かっ
たのではないかと評価で終了しました。 フォーラ
ムでは多くの方に発言の機会を作り、飽きさせない
運営でした。参考になる意見も多く、他のクラブの
事業を生かし取り入れるべき点も見出して頂けた
と感じています。

クラブ会報・雑誌委員会 委員長：魚谷 幸司 副委員長:重光 孝義

○月参り
桑添 剛 君
実は、私は毎月一日に
奈良五條市の辨天宗総本
山に月参りしています。
本殿と宗祖殿にお参り
し、お百度を十数回踏んで
から帰ってきます。すると
不思議なことに大変気分
が落ち着き、さぁ今月も頑
張ろうという気分になり
ます。
私が弁天様にお参りするきっかけは、父が脳梗塞
で倒れたことです。私たち息子もまだ学生だったの
で、母は途方に暮れ、ある人の紹介で弁天宗、ご宗
祖様の御神示を受けに行きました。すると、家の仏
壇の過去帳を持ってくるように言われ、再度訪ねる
と、この人とこの人を供養しなさいと赤丸を付けて
くださいました。宗祖様は、いつも『病苦の者よ、
まず祈れ』と言っておられました。病気ほど辛いも
のはないですね。お金がいくらかかってもいいから
神様仏様助けて下さい。そんな心境になった方もお
られるでしょう。私の父は約 30 年もの間、半身不
随の身体で、毎朝毎晩、仏様と弁天様の御分身に般
若心経を唱え続けました。悪い因縁を断ち切って徳
を積むためです。そのおかげで、私の家族、会社は、
たくさんのおかげを頂けていると思っています。ご
先祖様を敬い、手を合わせ、感謝の気持ちを忘れず、
善根功徳の行を積むことは、ロータリーの精神にも
相通じることでしょう。これからも 父や母が残し
てくれた徳を無駄にしないように、妻と共に毎月一
日に五條に行き、お百度を踏んで帰ってこようと思
っています。
７．閉会点鐘
次回例会
第 2048 回 2020 年 11 月 2 日(月)
海南商工会議所 4F 19:00
お誕生日、結婚記念日のお祝い

桑添

剛

君

本日は卓話にて発表させて頂
きます。宜しくお願いします。
小久保 好章 君 いつも欠席ばかりですみませ
ん。

前田 克仁 綛田 さよ志 田中 祥秀 楠部 均 森脇 節子 土井 元司 千賀 知起

