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本日の例会

次回７月２１の予告

RC ソング「我等の生業」

７月７日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２３名

　出席免除者４名( 出席 4 名) 　本日の欠席者　　６名

　出席率 79 . 3 1％　　　6 月 16 日の修正出席率 10 0％⑫

2015-2016 年度　国際ロータリーのテーマ

          ＲＩ会長　　Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

世界へのプレゼントになろう
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 5 ～ 1 6 年度　会長　吉澤　逸人

副会長　藤田　隆生

幹事　三重野正之

記録会報委員長　上松瀬　洋

「 四つのテスト」　
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか　

２．みんなに公平か　

３．好意と友情を深めるか　

４．みんなのためになるかどうか

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

【 会員親睦会 】

サンパレス3F(深井）

堺東ロータリークラブ

　　　　　　　「君が代」「奉仕の理想」ＲＣソング

【 地区協議会報告 】

吉澤会長・三重野幹事

咲山ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長・市平雑誌広報委員長

お祝い

就任式

左から高松直前幹事・中村直前副会長・吉澤会長・藤田

副会長・三重野幹事

吉澤会長から

誕生日お祝い

を受ける中野

会員(左）



― ２ ―

委員長報告

三重野　幹事幹事報告

にこにこ箱ＳＡＡ報告

吉澤会長／初例会、一年間宜しくお願い致します。

　　江口様に写真を頂き感謝。

城戸会長ｴﾚｸﾄ／2015 ～ 16 年度 初例会を祝して。

　　吉澤会長はじめ理事役員、会員の皆様、一年

　　間どうか宜しくお願い致します。

　　今野様、江口様、いつも有難う。

藤田副会長／新年度を祝して！

　　江口様に写真を頂き感謝。

三重野幹事／一年間、ご迷惑をお掛けすると思

　　いますが、宜しくお願いします。

江口会員／2015 ～ 16 年度、吉澤会長、藤田副会

　　長、三重野幹事のトリオで、一年間、頑張っ

　　て下さい。

橋本会員／新年度初例会を祝し。

　　会長、幹事、理事役員、一年間お世話にな

　　ります。

林会員／吉澤会長はじめ新体制、誠におめでと

　　うございます。一年間宜しくお願い致します。

市平会員／吉澤会長はじめ皆様、今年度 宜しく

　　お願いします。

今野会員／吉澤会長、藤田副会長、三重野幹事

　　はじめ役員の皆さんのご活躍を期待します。

　　江口様に写真を頂き感謝。

■親睦活動委員会／松　永 委員長■

 会員親睦会開催の最終ご案内

　かねてよりご案内の会員親睦会が、いよいよ

今週末の開催となりました。7 月 11 日(土）午

後6 時開始ですので、サンパレス3 階にお集ま

りいただきますよう宜しくお願い致します。

会長の時間 吉　澤　会長

■クラブ奉仕委員会／咲　山 委員長■

●本日は七夕です。七夕の由来は、諸説皆様ご

存じの事と思います。

七月七日の夜に願い事を書いた色とりどりの短

冊や飾りを笹の葉に吊るして星に祈りをする習

慣がありますが、今は保育園や幼稚園、ところ

によっては小学校の行事になっているようです。

私たちが目にするのは神社やお寺での七夕飾り

くらいです。

子供のころ、七夕で飾られた笹は家に持ち帰り、

家族の誰か(多分母親だと思います)が産業廃棄

物として捨てていた思い出しかありませんでし

たが、最近、78 歳の母との会話で七夕の話にな

り、「昔は川に流しに行って祈ったんです」との

事でした。情緒のある話です。現在は川に流し

ても100 Ｍ先で救い上げるが、お寺では「御焚

き上げ」として消防車を横に置き、燃やすとこ

ろもあるようで、環境保護や安心安全を優先す

ると少し情緒が失われるのは仕方ないのでしょ

うか。

ロータリークラブは七夕の「おりひめとひこぼ

し」ではなく一週間に一度お会いできますので、

もっと皆様と親睦を深めて行きたいと思います。

●７月11 日土曜日はロータリー情報委員会と親

睦活動委員会とが協力して「ＩＭ」と「会員親

睦会」が開催されます。多数の皆様のご出席と

伺っていますので宜しくお願い致します。

●後ほど、卓話の時間にて新任のご挨拶の時間

を取って頂いていますので、これで初めての会

長の時間を終わらせて頂きます。

 クラブ奉仕部門委員長会議開催のご案内

　恒例の会議を7 月 28 日例会終了後、事務局に

て開催しますので、該当委員長はお集まりくだ

さい。委員長欠席の場合は副委員長のご出席を

お願いします。

議案：上半期の活動について他

●本日例会終了後、定例理事会を開催します。

●次週7 月 14 日は、11 日（土）サンパレス3F

にて開催の会員親睦会に変更しています。

●RI から７月からのロータリーレートは１ドル

124 円に変更の連絡がありました。６月レート

は118 円。

●各位の棚に、会費請求書、年間プログラム、

新組織表、を配布しています。

●例会場変更

堺ﾌｪﾆｯｸｽRC ／ホテル第一からレディデンスヨネ

　ダ1F 会議室に変更されました。開催日、時間

　に変更はありません。

堺清陵RC ／ホテル第一からホテル･アゴーラ　

　リージェンシー堺25 階「日本料理なにわ」に

　変更されました。開催日、時間に変更はあり

　ません。

●例会場臨時変更

堺清陵RC ／ 7 月 2 日(木）→同日午後6 時～　

　魚太郎(堺市堺区向陵西町）にて
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 合計　46,000  円

上松瀬会員／初例会を祝して。吉澤会長、藤田

　　副会長、三重野幹事、一年間宜しくお願い

　　致します。

北野会員／2015 ～ 16 年度 吉澤会長、藤田副会

　　長、三重野幹事、および役員の皆様方、宜

　　しくお願いします。

　　江口様、写真を頂き有難うございます。

松永会員／2015 年～2016 年度 初例会を祝して。

　　宜しくお願い致します。

中村会員／吉澤会長、藤田副会長、三重野幹事、

　　一年間宜しくお願い致します。

　　江口様に写真を頂き感謝。

中野会員／吉澤会長、藤田副会長、三重野幹事、

　　理事役員の皆様、一年間宜しくお願いしま

　　す。

　　私の誕生日祝いを頂き感謝。まだ遠いと　

　　思っていた還暦を7 月 2 日に迎えました。

　　あ～あ。

沼田会員／新年度の始まりを祝し。吉澤会長、　

　　藤田副会長、三重野幹事、宜しくお願い致

　　します。

　　江口様に写真を頂き感謝。

咲山会員／新年度を祝して。吉澤会長、藤田副

　　会長、三重野幹事、宜しくお願いします。

芝山会員／新年度の始まりを祝し。吉澤会長、　

　　三重野幹事、藤田副会長、宜しくお願いし

　　ます。

高橋会員／2015 ～ 2016 年度、この一年間お世

　　話になる事が多々あると思いますが宜しく

　　お願いします。

　　理事の皆さん、お体に気を付けて！

　　結婚記念祝いを頂き感謝。

　　江口様に写真を頂き感謝。

高松会員／吉澤新会長、藤田新副会長、三重野

　　新幹事、おめでとうございます。今年一年、

　　宜しくお願いします。

寺山会員／2015 ～ 16 年度初例会。吉澤会長、　

　　藤田副会長、三重野幹事および役員、理事

　　の皆さん、一年間ご苦労様です。

戸松会員／吉澤会長さんはじめ新執行部の皆様、

　　今年度、宜しくお願い致します。

八百会員／新年度を祝して。皆様一年間宜しく

　　お願い申し上げます。

吉村会員／2015 ～ 16 年、初例会を祝して！！

　　今年度も宜しくお願い致します。

就 任 挨 拶

吉　澤　会　長

　今年度のRI 会長はK.R. ラビンドランで、ス

リランカ民主社会主義共和国コロンボ・ロータ

リークラブの会員です。

RI 会長テーマは「世界へのプレゼントになろ

う」です。ラビンドラン会長がテーマについて

メッセージが発信されているのでご紹介いたし

ます。

「私たちがロータリーを通じてささげることは、

いずれは自身への贈り物にもなるのです。私た

ちには選択肢があります。授けられたものを自

分のものだけにとどめるか、またはそれを生か

して自らが『世界へのプレゼント』となるか、

です。この機会は二度と訪れません。今年度も

一度きりです。この機会を逃さずに生かし、『世

界へのプレゼントになろう』をテーマに活動し

ていきましょう。」

とのことです。このテーマに込められた意味を

理解し実行して参りたいと思います。

　次にクラブ運営についてお話しさせて頂きま

す。先ず理事会メンバーですが、今年度は三重

野幹事の入会年度より以降の方々にお願いしま

した。昨年度から理事メンバーは 15 名から8 名

となりまして、7 名少なくなるということは理

事経験の機会が少なくなるという事で、理事経

験無くしていきなり副幹事になるという事が有

り得ます。これはかなり難しいと考え、なるべ

く副幹事候補の若い方に理事の経験をして頂く

べく考えたからです。断腸の思いですが先輩会

員にはお元気な間に外からご指導頂きたい。
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　私は15 名理事役員の時代に、入会3 年目に理

事メンバーに入れて頂きました。何も解らない

まま皆さんの話を聞いているだけでしたが、

ロータリーの考え、また方針をそこで少しずつ

覚えた経験があります。勿論、「親睦を通じて

ロータリーを勉強して頂くのが一番」とも考え

ます。理事メンバーで無い会員皆様方の意見を

お聞きして理事会で検討したいと思いますので、

先輩会員様は勿論ですが、そうでない若い会員

様も、私をはじめ幹事他理事メンバーに疑問ま

た意見を伝えてください。　

　皆さまご存じのように2640 地区は非常に混乱

しております。現時点では地区を介しての活動

は出来ないと考えています。ガバナー問題はじ

め地区関係で様々な検討事項が出てくると思わ

れますので、堺東ロータリークラブは一枚岩と

なり、対応をしたいと考えています。

　今年度のクラブテーマを「親睦を深めよう」

とさせて頂きます。グラブ内での交流をもっと

深め、楽しい例会にしたいと思っています。

これは後ほどお伝えする会員増強にも大きく関

わる事です。「楽しい例会、楽しい親睦」でなけ

れば、入会して頂いても「苦しい嫌な例会、自

身の勉強にならない」のでは退会されてしまい

ます。「親睦を深め」個人個人を知り交流を深め

て頂きたいと思います。

　クラブ運営については以下お活動をしたいと

考えています。

第1 は会員増強です。目標は3 名です。ここ数

年は目標を3 名にされています。昨年も目標3

名でしたが4 名の入会がありました。今野増強

委員長がクラブ協議会でお話しされたように、

会員全員が協力してクラブ全体で取り組んで活

動するようお願い致します。

第2 に宮古東RC との友好クラブ締結です。　

八百会長年度に交流が始まり、「津波到達地」を

示す8ヶ所の石碑建立。上松瀬会長年度には、

藤田社会奉仕委員長が「宮古市民の森づくり」

事業としてブナ350 本の植樹を行われました。

友好クラブ締結は来年5 月に予定されています。

私は宮古東へは行ったことがないのですが、行

かれた方々より伺うと、素晴らしいところでは

あるが、まだまだ支援協力が必要な地域である

との話をお聞きしています。

第3 に霧島RC との親睦です。

友好クラブとしての活動を引き続き行います。

霧島RC の今年度会長は小牟礼会長です。ご存じ

の方も多いとおもいますが「まほろばの里」の

オーナーで、締結の時の幹事さんです。

第4 にエスペランサの支援活動です。

エスペランサの支援は、支援人数を増やすこと

も必要ですが、永い支援も必要と考えます。

当クラブ会員様個人支援で21 名、当クラブ国際

奉仕委員会で中学生１名の支援をしていますの

で合計22 名の支援をしています。今年度も馬場

理事長に来阪頂き活動のお話しをして頂きたと

思っていいます。

この４つの活動のご協力をお願い致します。

会長の時間には「地区問題の進展」と、週報に

掲載はされますが「理事会の報告」をさせて頂

くつもりです。

就任挨拶／藤　田　副会長

　この度は、副会長という大役を受けさせて頂

きありがとうございます。

私がロータリーに入会させて頂いたのが、平成

21 年6 月（2009 年）です。早くも6 年が過ぎ、

今年度で7 年目を迎えることとなりました。

吉澤会長より、幹事の経験もない私を推薦して

頂き、私に副会長として何が出来るのかと自問

自答を致しました。

　数少ないロータリーでの活動でまず思い出し

たのが、一昨年の上松瀬前会長年度の時に社会

奉仕委員長をさせて頂いた経験でした。

その年度では３つの大きな出来事がありました。
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　第１に陵東館長曽根でのボランティアコンサー

トです。1999 年より盲目の引き語りの「かっちゃ

ん」こと川上勝志さんとコラボし、15 年間も開

演するキッカケを作ってくれた元会員 稲本さん

がお亡くなりになった年でもありました。

コンサート開催予定日の三日前に稲本さんがお

亡くなりになり、コンサートを開催するのか辞

めるのかと大分悩んだのですが、稲本さんの奥

様やかっちゃんから「稲本さんに捧げる鎮魂の

コンサートを是非したい」との熱い想いを受け、

そのことで当時は中村会員や今野会員に相談し

た結果「是非やってみればといい」との力強い

言葉を頂き、コンサートを開催することが出来

ました。

お恥ずかしながら初めて参加させて頂いたコン

サートでもありましたが、皆さんの協力もあり、

川上さんの長淵剛の歌を聴き、陵東館長曽根利

用者の皆さんの楽しそうな笑顔を見ることが出

来とても感動しました。

　第２に堺東駅前で活動した献血活動です。

その年は香ヶ丘リベルテ高等学校インターアク

トさんとの残念ながら最後の献血活動となりま

した。

委員長になるまではボランティアコンサートと

同じでロクに献血活動も行ったり行かなかった

りと不良会員だったと思います。（今もあまり変

わっていませんが・・。）

献血活動を無事に終了し最後の喫茶店での懇談

会の時に、今は亡き遠藤会員や吉澤会員さん、

他のインターアクトさんと繋がりの深かった人

達の思い出話や、その熱い想いを感じたことな

ど、トテモ親密な時間を経験することが出来ま

した。その時に阪上会員が「若い世代との貴重

な繋がりを大切にし通学の安全性についてクラ

ブ活動を充実するにはなど何かコラボは出来な

いか」と前向きな質問をされていたことを良く

覚えています。今年度は青少年奉仕活動の委員

長をされていますので、是非、何かを一緒に実

現出来れば幸いです。阪上会員、宜しくお願い

致します。

　第３に東北復興支援の一環での宮古東ロータ

リークラブさんとの植樹です。

当初、吉村前幹事より上松瀬会長年度で何か出

来ないかと理事会で相談を受け、前回、石碑建

立でお世話になった宮古東ロータリークラブさ

んとコラボする方向で調整に入りました。

宮古東ロータリークラブさんは会員の人数は少

ないのですが、社会奉仕活動に対しては本当に

活発に動かれており、地区の野球大会や震災復

興の工作展など数多い活動をされていました。

その中の一つに「PRESENT　TREE　IN　宮古」が

あり、NPO 法人とコラボし「森・川・海」とひ

とが共生、豊な漁場を守る森づくりに参加させ

て貰うこととなりました。

当然、ただでは出来ません。その活動には各会

員さんより暖かい寄付金、約50 万円を頂きまし

た。本当にありがとうございました。

当初より宮古東ロータリークラブの坂本委員長

さんにとてもお世話になり、下見の時には弊社

の社員も連れていったのですが宮古の町を案内

して頂き親睦を深めることが出来ました。社員

を連れて行ったのもこれで二回目となり建築の

仕事をしている者として震災の被害や復興を生

で感じる貴重な機会を頂きました。

平成26 年 6 月 14・15 日に植樹を行うツアーを

企画させて頂き、片道5 時間と、とても遠い中

でしたが9 名もの参加を頂きました。

ツアーの中では中村前委員長・八百会員が主導

で企画された石碑建立のその後を見ることが出

来、町の中で津波の歴史を証明する貴重な存在

になっていることに嬉しく思いました。（当時の

寄付金が２００万）

植樹前日には宮古東ロータリークラブのメンバー

でもある休暇村陸中宮古さんに宿泊し、到着が

遅い中でしたが懇親会を開催して頂きました。

懇親会では沢山の宮古東ロータリークラブのメ

ンバーさんが来て頂き、そのおもてなしの心に

ロータリークラブの良さを感じました。

当日は天気にも恵まれ、宮古東ロータリークラ

ブさん達と共に３５０本中の１５０本を植樹致

しました。

今年度では宮古東さんとの姉妹クラブのお話し

が出ているそうです。

物理的に片道５時間ととても遠いのですが、こ

れから皆さんの意見を伺い震災を通じて出来た

絆をどのようにして築いていくのか話合いが出

来ればと考えています。

　先月ですが吉澤会長・三重野幹事・八百会員

と霧島に訪問する機会を頂きました。これまた

お恥ずかしいのですが霧島へは初めて伺うこと

となり今年度が始まる前に霧島ロータリークラ

ブの小松様・前田様にお会い出来たことに感謝

致します。訪問中はとても忙しい中、お世話に

なりました。

姉妹クラブの霧島ロータリークラブ様とも、よ



―６―

就任挨拶／三重野　幹　事

　吉澤会長より2015 ～ 2016 年度の幹事に任命

された三重野です。微力ではありますが、一年

間クラブ運営に協力していきたいと思います。

宜しくお願いします。

会長、幹事とも入会年数ではクラブの真ん中ぐ

らいにいると思います。最近は新しく入会され

た方も増えてきて、クラブ内でも少し新しい風

が吹き始めているように思います。

堺東RC は 43 年という歴史があり、過去諸先輩

方が積み重ねてきた規

律あるクラブ運営を

我々が引き継いぎ、新

しい風も包み込んで、

今まで以上に楽しく、

お互いを尊敬し、規律

あるクラブにしたいと

思います。

り絆を深めるために、どの様なことが出来るか

を追求したいと考えています。

　このようにあまり経験の無い私ですが、社会

奉仕活動を通じて感じた貴重な機会をこれから

も続けていけるように、社会奉仕の佐竹委員長

や青少年奉仕の阪上委員長、各委員長のお手伝

いをすることが出来ればと考えています。

副会長としての役割をきちっと理解している訳

ではありませんが、吉澤会長、三重野幹事と共

に「今年度を発展性のある楽しく勉強になる

ロータリー活動の一環を提供出来れば」と考え

ています。皆様宜しくお願い致します。

第1回 次期理事会議事録

                        平成27年3月10日

報告事項

①ペッツ報告

協議事項

①組織表の件／承認

②年間予定計画の件／継続審議

・理事会開催の週／原則 第 2 週例会終了後

・会員親睦会開催日

・休会・例会変更日

・月初めのインフォメーションまたはクラブ

・フォーラムの件／プログラム委員会に一任

・公式訪問／ガバナーの予定表では 7 月 14 日だ

　が変更をお願いする

③事務局員の件／定年後の就業規則を作成する

④「地区を正常化する会」の資料扱いの件

　　理事会と希望者に配布する

⑤会費請求の件／従来どおり

⑥その他

・次回開催予定（5 月 19 日）

・この議事録は7 月定例理事会後に正式発表する

第2回 次期理事会議事録

　　　　　　　　　　　　平成 27 年 5 月 19 日

協議事項

①組織表の件(遠藤会員逝去に伴う変更)

　　プログラム副委員長＝沼田会員

　　米山奨学会委員＝小寺会員　

　　(7 月初例会に配布)

②年間予定計画の件(公式訪問決定)

　　一部変更して承認（7 月初例会に配布）

③予算書の件

・財団普通寄付

　　諸分担金として前期後期 25 ドルずつ合計　

　　50 ドルを徴収する。

・事務局給与

　　次回に先送り。

・その他

　　友好クラブ予算は親睦活動委員会管理とし

　　て別途記載し、20 万円を計上する。

④45 周年の組織編成を吉澤年度に実施する。

⑤6 月から9 月までをクールビズとする。

⑥その他

・次回開催予定（6 月 16 日）

・この議事録は7 月定例理事会後に正式発表する



第3回 次期理事会議事録

　　　　　　　　　　　　平成 27 年 6 月 16 日

協議事項

①組織表の件／承認

②年間予定表の件／承認

③上半期会費請求書の件／承認

④予算書の件／承認

⑤名刺作成の件

　会長・幹事・副会長に配布

⑥連絡網の件

　会員配布しない

⑦その他

・この議事録は7 月定例理事会後に正式発表する

７月度定例理事会議事録

　　　　　　　　　　　平成 27 年 7 月 7 日(火）

報告事項

①堺11RC 連絡会報告

協議事項

①次期理事会協議事項再確認の件／承認

②予算書の件／承認

③堺中RC 推薦の財団奨学生田中氏帰国報告の件

　　11 月 10 日に実施依頼する

④創立45 周年準備委員会設立の件

　　委員長を指名する

⑤その他

・「大阪府立大学留学生後援会」講演会の件

　　青少年奉仕委員会から参加する

持ち回り直前理事会議事録

　　　　　　　　　　　平成 27 年 7 月 7 日(火）

協議事項

①2014 ～ 15 年度 6 月度収支決算書と年間の収

　支決算書の件／承認

６月度 堺 11RC 連絡会議事録

平成27 年6 月 13 日(土）

協議事項

①堺11RC 連絡会申し送り事項・申し合わせ事項

　の最終確認(堺清陵)

　　申し合わせ事項⑨の確認

　　・会員および配偶者死亡の場合：クラブへ

　　　の通知。弔電なし。

②堺シティオペラ第30 回定期公演のご案内とお

　願いで次回連絡会に出席の件（堺）／承認

報告事項

①創立25 周年記念例会およびチャリティーゴル

　フのご案内（堺中）

　○チャリティーゴルフ

　　　日時：平成27 年10 月 16 日(金)

　　　場所：泉ケ丘カントリークラブ

　○記念例会

　　　日時：平成27 年10 月 16 日(金)

　　　場所：スイスホテル南海大阪

―７―

･･････････････････････････････････････････

ロータリーのしくみ

　ロータリーは3 本の柱で支えられています。

ロータリークラブ：世界各地のクラブは、それ

　ぞれ地元の地域社会に根ざして活動していま

　す。クラブ会員（通称ロータリアン）は、交

　流やボランティア活動を通じて、視野を広げ、

　会員同士の友情や地域社会との絆を築いてい

　ます。

国際ロータリー：クラブでの草の根の活動に加

　え、ロータリーでは、プログラムやキャン　

　ペーンなどが世界中で行われています。国際

　ロータリーは、これらの取り組みをサポート

　するために、情報、方針、リソースなどをク

　ラブに提供しています。

ロータリー財団：クラブによる奉仕プロジェク

　トは、会員やそのほかの支援者の皆さまから

　の温かいご寄付によって支えられています。

　非営利団体であるロータリー財団は、この資

　金を管理し、補助金として有効に活用してい

　ます。

ロータリーのパートナー

ロータリーと他団体とのパートナーシップは、

単に資金やリソースをつなぎ合わせることでは

ありません。互いの力を引き出して相乗効果を

もたらすこと、これが「ロータリー効果」です。

ロータリーは、世界各地のニーズに応えるため

に、以下の団体とパートナーシップを結んでい

ます。

・アガ・カーン大学

・ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団

・米国疾病対策センター（CDC）

・グローバル･フードバンキング･ネットワーク

・マーシー・シップス

　　国際ロータリーのホームページから



7月29日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

7月29 日(水)堺中RC【ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ堺東】18:30

7月30 日(木)堺RC【ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼ ｪ゙ﾝｼｰ堺4階】12:30

7月31日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

近隣クラブ例会変更

―８―

・シェルターボックス

・ユネスコ水教育研究所

・ユニセフ

・国連

・世界保健機関（WHO）

ロータリーのリーダー

ビジネスや専門職の職業人が集まるロータリー。

そのリーダーとなるのは、豊かな経験と知識、

倫理感、奉仕への熱意をもつ人びとです。

・理事会：国際ロータリー会長率いる理事会は、

　ロータリーを未来へと導きます

・管理委員会：ロータリー財団の管理と監督を

　行います

・事務局：事務総長を中心に、会員のサポート

　に全力を注ぎます

各クラブでも、会長をはじめとするリーダーが

毎年選ばれます。また、事務総長率いる事務局

がクラブのサポートに全力を注いでいます。

国際ロータリー会長＜理事会＞

2015-16 RI President K.R. "Ravi" Ravindran

.K. R. ラビンドラン／コロンボ・ロータリーク

　ラブ（スリランカ）所属

「ペイ・フォワード（恩送り）」。これが会長年度

におけるK. R. ラビンドラン氏の指針です。

「ロータリーにこれほど力を入れているのは、こ

れまで本当に多くの人たちに助けられたのにか

かわらず、その人たちに対しては恩返しをする

機会があまりなかったからです。その人たちに

報いるには、ほかの人たちを助ける以外にあり

ません」。

　ラビンドラン会長は、そのロータリー奉仕の

精神を自らが経営するパッケージング会社でも

実践しています。従業員が地元の学校で水・衛

生プロジェクトを行う場合、会社がその資金に

上乗せ（マッチング）するのもその取り組みの

ひとつです。「私は自分の体験から、ロータリー

活動を通じて、ビジネスと社会貢献・友情・奉

仕を両立させることができると信じていますし、

そうすることで人びとの生活を改善できるだけ

でなく、私たち自身がよりよい人間になれると

考えます」

ロータリー財団管理委員長＜管理委員会＞

Ray Klinginsmith - Rotary Foundation

Trustee 2012-16

レイ・クリンギンスミス／カークスビル・ロー

　タリークラブ（米国ミズーリ州）所属

レイ・クリンギンスミス氏のロータリーとのか

かわりは、半世紀以上も前に、ロータリー国際

親善奨学生として南アフリカに留学した時にさ

かのぼります。留学後、地元である米国ミズー

リ州カークビルに戻ったクリンギンスミス氏は、

たまたまかかりつけの歯科医だった地元ロータ

リークラブの会長に誘われて、ロータリーに入

会しました。

その後長いロータリー経験を経て、2010-11 年

度国際ロータリー会長を努め、2012 年からは、

ロータリー財団の管理委員を務め、2015-16 年

度の管理委員長に選出されました。

クリンギンスミス氏はロータリーの力を固く信

じています。「世界で200 の国や地域にある

30,000 以上のクラブ組織が、同じ原則に基づい

て活動し、ロータリー精神の下に社会に貢献し

ている。これは驚くべきことだと思います」

事務総長＜事務局＞

John Hewko - Rotary International General

Secretary

ジョン・ヒューコ／キエフ・ロータリークラブ

　（ウクライナ）所属

2011 年にロータリー事務総長に就任。世界8 カ

所の事務局で働く約800 名のスタッフを指揮す

るかたわら、キエフ・ロータリークラブの創立

会員として、ロータリアンとしての活動にも力

を入れています。

インドでのポリオ予防接種活動、世界経済

フォーラムへの出席に加えて、ポリオ撲滅活動

への募金を目的とした自転車レースに 2012 年と

2013 年に夫婦で参加。今年のレースでは、

ヒューコ事務総長をはじめとするロータリアン

がポリオ撲滅のために73 万ドルを集めることに

成功。「ロータリーと支援者の皆さまを代表し

て、大会主催者から2013 年 Dedication Award

という賞をいただけたことは、この上ない栄誉

です」

当クラブ／8 月 18 日は休会です

8月12日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

8月12 日(水)堺中RC【ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ堺東】18:30

8 月 13 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

8月14日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

8 月 27 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30


