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本日の例会

次回８月４日の予告

RC ソング「堺東ロータリーの詩」

７月２１日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２４名

　出席免除者４名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　４名

　出席率 85. 71％　　　6 月 30 日の修正出席率 96.5 5％

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

―１―

　　　 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

堺東ロータリークラブ

会長の時間 吉　澤　会長

卓話【 障がい者 高齢者の介護について 】

アシストワーク㈱福祉事業部マネージャー

浅野 剛男 氏（奥野会員代理）

【インフォメーション／会員増強委員会】

今　野　委員長

　　　　　　　「四つのテスト」ＲＣソング

●台風一過。皆さまのご家庭、会社では被害は

無かったしょうか。四国、中国、近畿と大きな

被害を受けている地域がございます。その方達

には大変申し訳ありませんが、大阪　堺では大

きな被害が少ない地域だなと、この様な災害が

あった後にはいつも思います。災害時には安全

を最優先に行動して頂けますようお願いいたし

ます。

●当クラブの恒例になりました、年度初めの大

型IM と会員親睦会が７月11 日 土曜日、中区深

井のサンパレスで行われました。お忙しい中、

26 名もの沢山の参加を頂き誠にありがとうござ

います。

三重野ロータリー情報委員長　松永親睦委員長

をはじめ、両委員会の方々には大変ご苦労を頂

き誠にありがとうございます。

大型IM では「会員増強について」2 分間スピー

チが実施されました。　

8 月は会員増強・拡大月間です。8 月 4 日に今野



― ２ ―

委員長報告

三重野　幹事幹事報告

■出席委員会／阪上 直前副委員長■

会員増強委員長よりインフォメーションを行っ

て頂き、先日の大型IM の時のお話しもして頂け

るとの事ですのでよろしくお願いいたします。

そのあと親睦会が行われました。ロータリーク

ラブの原点は会員相互の親睦にあります。同時

に自由な意見交換をし、理解を深めることも大

変重要なことです。短い時間ではありましたが、

楽しい時間を過ごさせて頂きました。

今年度のテーマは「親睦を深めよう」です。　

クラブ主催だけでは無く、個々での親睦を深め

て頂きますようお願い致します。

2014  ～ 15  年度  皆出席者表彰

■会計監査員代表／上松瀬　元会長■

■会計／橋　本　直前会計■

　2 年／阪上会員・松永会員

　3 年／芝山会員

　5 年／高松会員

　8 年／城戸会員・吉村会員

　14 年／吉澤会員・三重野会員

　15 年／小寺会員

　16 年／中野会員

　18 年／上松瀬会員

　21 年／八百会員

　22 年／中村会員・北野会員

　25 年／江口会員

　31 年／橋本会員

　32 年／寺山会員

　35 年／市平会員

　38 年／今野会員

　42 年／咲山会員

★異議ある方は事務局までお問い合わせ下さい

35年表彰：市平会員 25年表彰：江口会員

15年表彰：小寺会員 5年表彰：高松会員

2014  ～ 15  年度決算報告

各位の棚に決算報告書を配布しています。

2014  ～ 15  年度会計監査報告

2014 ～ 15 年度収支決算報告ならびに2015 年 6

月末財産目録を監査した結果、適正に処理され

ていることをご報告いたします。

■雑誌広報委員会／市　平　委員長■

 ロータリーの友誌７月号のご紹介

■会計／八　百　会計■

2015  ～ 16  年度予算書配布のご案内

各位の棚に本年度予算書を配布しています。

吉澤会長／7 月 11 日の IM 及び親睦会、各委員会

　　有難うございました。

　　本日の地区協議会報告、ご苦労様です。

　　江口様に写真を頂き感謝。

城戸会長ｴﾚｸﾄ／地区協議会報告、ご苦労様です。

　　江口様いつも写真を頂き有難うございます。

にこにこ箱ＳＡＡ報告

●豊澤ガバナーから、2018 ～ 19 年度ガバナー

ノミニーデジグネート候補者を 9 月 7 日までに

地区ガバナー指名委員会あて推薦してほしい旨、

連絡がありました。

●各位の棚に会員名簿の校正用紙を配付してい

ますので、変更、誤字脱字を校正後、8 月 4 日

までに返却をお願いします。なお、校正無き方

も全員返却をお願い致します。

●例会変更

堺おおいずみRC ／7 月 29 日(水)→同日18：00

　～昌久園 堺店」にて。8 月12 日(水)→休会。

堺北RC ／7 月 31 日(金)→同日19：00 ～ホテル･

　アゴーラリージェンシー堺にて。8 月 14 日　

　(金)休会。

堺泉ヶ丘RC ／ 8 月11 日(火)→休会。8 月18 日

　(火)→ホテル･アゴーラリージェンシー堺にて

　(詳細未定）。

堺清陵RC ／ 8 月 13 日(木）→休会 。



―３―

藤田副会長／地区協議会報告、吉澤会長、三重

　　野幹事、咲山クラブ奉仕委員長、市平雑誌

　　広報委員長、ご苦労様です。

　　江口様に写真を頂き感謝。

三重野幹事／幹事の不手際にて出席免除会員に

　　ご迷惑をお掛けします。

橋本会員／地区協議会報告、ご苦労様です。

　　江口様に写真を頂き感謝。

市平会員／出席表彰を頂いて感謝。

　　江口さん、写真を有難うございます。

今野会員／地区協議会報告、期待しています。

　　江口様に写真を頂き感謝。

上松瀬会員／地区協議会報告、ご苦労様です。

　　江口様に写真を頂き感謝。

北野会員／地区協議会報告の各委員長、ご苦労

　　様です。

　　江口さんに写真を頂き有難うございます。

小寺会員／本日の地区協議会報告、吉澤会長、　

　　三重野幹事、各委員長、ご苦労様です。

　　江口様に写真を頂き感謝。

松永会員／地区協議会報告、四名の会員の皆様、

　　ご苦労様です。

　　江口様、いつもお写真を有難うございます。

宮園会員／地区協議会、四名の会員の皆様、宜

　　しくお願い申し上げます。

　　江口様に写真を頂き感謝。

中村会員／地区協議会報告、ご苦労様です。

　　江口様に写真を頂き感謝。

中野会員／吉澤会長、三重野幹事、咲山クラブ

　　奉仕、市平雑誌広報両委員長、、協議会報告

　　ご苦労様です。

　　先日の会員親睦会、楽しい一時を有難うご

　　ざいました。

　　江口様に写真を頂き感謝。

沼田会員／地区協議会報告、ご苦労様です。

　　江口さん、お写真を有難うございます。

阪上会員／地区協議会に出席の会員各位、ご苦

　　労様でした。

　　2014 ～ 2015 年度、皆出席の皆様、おめで

　　とうございます。

咲山会員／松永会員にボールペンを頂き有難う

　　ございます。

　　江口様に写真を頂き感謝。

芝山会員／地区協議会報告、役員の皆様ご苦労

　　様です。

　　江口さん、いつも写真を有難うございます。

高橋会員／親睦活動委員会の皆さん、お世話に

　　なり有難うございました。楽しかったです。

　　地区協議会報告、ご苦労様です。

高松会員／地区協議会報告をしっかり聞いて勉

　　強します。

寺山会員／地区協議会報告、吉澤会長、三重野

　　幹事、咲山クラブ奉仕委員長、市平雑誌広

　　報委員長、ご苦労さんです。

　　江口会員、写真を頂き感謝。

 累計　136,000  円

吉　澤　会長

地区協議会報告

●今年度の地区協議会は、豊澤ガバナーエレク

ト(当時)の方針で全協議会にガバナーエレクト

が出席するとして、すべての部門が別日程で行

われました。

●PETS は、2 月 13 日(金)「和歌山ビック愛」と

14 日(土)午前中に「和歌山さんさんセンター紀

の川」で行われ、同日の午後よりロータリー財

団資金管理セミナーが行われましたので、私が

PTES の後、引き続き出席してまいりました。

参加クラブ数は正確には調べていませんが、他

クラブも半数近く会長エレクトが残られていま

した。

①豊澤GE より挨拶の後「ウェービナ」の使用説

明と「MY ROTARY」の登録について説明をされま

した。

「ウェービナ」とはネット会議の事です。パソコ

ンかタブレットを前にして会議に出席したのと

同じ状況をつくり、自宅に居ながらにして会議

出席が出来るため、今回のように和歌山まで行

かずに会議出席が出来る仕組みです。
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私の出席する会長エレクト会議は「ウェービナ」

は使われていなかったのですが、事務局でも出

来るようにタブレットを登録してテストを受け

繋がりましたが、実際には使用しませんでした。

後日、GE 事務所より実際の会議では映像が送信

されず音声だけの会議となったことへの謝罪文

が届いていました。E クラブ出席とよく似た環

境なのでしょう。

②R 財団地区委員長　中井昭宏氏よりパワーポ

イントを使いR 財団の仕組みについて説明がさ

れました。

【活動基本方針】

　R 財団は私たちの財団です。「世界で良いこと

をしよう」を実践するため財団です。R 財団の

使命はロータリアンが健康状態を改善し、教育

への支援を高め、貧困を救済する事を通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようになる

事です。クラブロータリー財団委員長の皆様に

ご活躍頂けますようサポートして参ります。

　地区補助金は、地元や海外の地域社会のニー

ズに取り組むための、比較的規模の小さな、短

期的な活動を支援します。補助金がスムーズに

活用頂けるように準備致します。

　R 財団の目標は、継続的な寄附を通じて、

ロータリー独自かつ唯一の慈善事業を支援しま

す。今年度の目標は

・ポリオ撲滅（これは最重点課題です）

・Evrey(エブリー) Rotarian(ロータリアン) 　

　Every(エブリー) Year(イヤー)（略してEREY）

　2005-06 年度から、クラブ寄付が1 人当たり

　100 ドル以上で、会員全員が何らかの年次寄

　付(金額を問わない)をしたクラブはEREY クラ

　ブとしてバナーが贈られる。集計は6 月 30 日

　現在で行う

・ポール・ハリス・ソサエティメンバーを増加

　毎年、年次基金、ポリオ、承認済みのロータ

　リー財団補助金に毎年1,000 ドル以上自ら寄

　付することを選んだ寄付者を公式に認証する

　ものである

・寄附ゼロクラブの解消

・ロータリーカードの普及

・恒久資金／大口寄附の増進

・地区R 財団の寄付目標

年次寄付　　1 人が＄200

ポリオ寄付　1 人が＄50

【活動計画】

地区R 財団委員会は新たに

・2640 Rotary(ロータリー) Card(カード) 　　

　Leader(リーダー) Project(プロジェクト)

・2640 Advise(アドバイス) polio(ポリオ) 　

　batch(バッチ) project(プロジェクト)を実施

　いたします。

【RI 及び地区の表彰】

・RI 会長賞

・ロータリー財団寄付目標達成クラブ

・ベネファクトリー1 名以上達成クラブ

　（ベネファクトリー：恒久基金に1,000 ドル以

　上寄付したか、遺贈(いぞう)の受取人として

　ロータリー財団を指定したことを通知した人。

・100％ポール・ハリス・フェロークラブ

・ポール・ハリス・ソサエティ1 名以上達成ク

　ラブ

・ロータリーカード取得率

③地区資金（DG）について、地区ロータリー財

団　補助金管理小委員長　松田香純（まつだ　

かすみ）氏がプロジェクターを使い補助金を説

明、詳しく事細かに説明されましたが、実際に

関わった事がないので理解できませんでした。

ご本人もこの場で理解して頂くのは大変難しい

ので実際に申請されるクラブを指導・お手伝い

していきますとの事でした。

●3 月 7 日(土)会長エレクト部門へ参加して来

ました。場所は同じく、「和歌山さんさんセン

ター紀の川」でした。

現豊澤ガバナーより同じような挨拶の後、地区

戦略計画委員長　塩路良一氏より「ロータリー

の豆知識」「ロータリーの目的（旧：綱領）」な

ど説明されました。

地区協議会報告／三重野　幹事

日時／2015 年 3 月15 日(日）午後1 時30 分～

場所／和歌山市さんさんセンター

　　　　紀ノ川北コミュニティーセンター



地区協議会報告／咲山 クラブ奉仕委員長

地区協議会報告／市平 雑誌広報委員長

日時／2015 年 3 月29 日(日）9 時30 分～12 時

場所／県民交流プラザ「和歌山ビッグ愛」

　まず豊澤洋太朗ガバナーエレクトから国際協

議会報告があり、第一にポリオ撲滅を目標にし、

次に会員増強が重要であると報告された。

　その後、豊澤たつみ次年度地区会員増強委員

長が2015 ～ 16 年度地区目標の一つ、会員増強

の指針を発表した。

①純増1 名、1 クラブ結成

②クラブの職業分類表にない業種を追加する

③手続要覧に定められている「35 歳未満の会員

　の入会金と会費を免除できる」を採用して、　

　35 歳未満の会員の入会を推進する

④多数の新会員を推薦した会員を地区大会にて

　表彰する

⑤会員増強セミナーを開催する

⑥ローターアクター、財団親善奨学生(旧）、米

　山奨学生学友などの入会を勧める

次年度地区広報委員長　松澤政彦氏

活動基本計画

内容／国際協議会報告（豊澤GE)

　　　2015 ～ 16 年度地区方針と説明（豊澤GE)

　　　次年度幹事としての準備(豊澤GE)

　　　ロータリーについて

　　　(次年度地区戦略計画委員長　塩路良一氏）

・マイロータリーの作製、閲覧、メールアドレ

　　スの登録

・来年度の国際大会(ソウル）

・幹事はクラブの要

　クラブ定款細則に従って運営

・第1 回例会にて出席免除の確認

―５―

　ロータリーニュース　（2015 年 7月17 日）

先住民の未来を支えるロデオスクール

 「勉強せ

ざる者、ロ

デオもすべ

からず」

これは、

オーストラ

リアの先住

民族、ワッ

カ・ワッカ族の集落にあるロデオスクールの方針。学校

を休みがちの子どもが多い集落で、このスクールの生徒

はとても勉強熱心です。なぜかというと、ロデオをした

いから。方針は厳しく、金曜にロデオをするには月曜か

ら木曜まで勉強に集中しなければなりません。ロデオの

英雄を夢見る子どもたち。授業への出席率が飛躍的に伸

びたのは言うまでもありません。スクールでは酪農も教

　国際ロータリーK.R. ラビンドラン会長のテー

マ「世界へのプレゼントになろう」を表題に頂

きロータリーの奉仕活動を地域社会に広く伝え

るための広報活動を推進することを目標といた

します。

活動計画

①地区広報活動としては

・ポリオ撲滅運動のメディアによる広報の推進

・ロータリーの公共イメージ向上のための広報

　の推進

・2 月 23 日ロータリー創立記念日の広報に関わ

　るイベントの計画促進

②各クラブの広報委員会の活性化のサポート

　職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代運動

　に関わる各クラブの奉仕活動の広報について

　メディアリリース等についてのアドバイス

③2640 地区のホームページ充実のための各クラ

　ブの奉仕活動の記事写真等の掲載の要望



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

8 月 11 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

近隣クラブ例会変更

―６―

水サミットで子どもたちへの投資を呼びかける

　世界では、適切な衛生設備の欠如によって、子どもた

ちが学校を欠席する日数は年間延べ2億日に近いといわ

れています。水を介して感染する下痢性疾患の場合、子

どもたちは自宅ではなく、むしろ学校で感染するケース

が多いのが現状です。「安全な場所であるはずの学校で、

子どもたちが病気に感染することがあってはならない」

と話すのは、ユニセフの水と衛生（WASH）プログラムの

シニアアドバイザーを務めるﾘｾﾞｯﾄ・ﾊﾞｰｶﾞｰｽﾞさんです。

ブラジル、サンパウロで6月4日に開催された世界水サ

ミットでは、ﾊﾞｰｶﾞ^-ｽﾞさんをはじめ、水と衛生分野の専

門家らが講演し、学校の水・衛生環境を改善する方法に

ついて話し合いが行われました。今年で7回目となるこ

のサミット。主催者である「水と衛生のためのロータリ

アン行動グループ」は、学校での水と衛生の改善に力を

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

注いでおり、プロジェクトを始めようとするﾛｰﾀﾘｰ会員

にアドバイスや情報の提供も行っています。ﾊﾞｰｶﾞｰｽﾞさ

んはこう続けます。「"WASH in Schools"（学校での水・

衛生プログラム）は、子どもの権利を守るもの。子ども

たちが健康であれば、授業にも元気に参加でき、教育の

質が高まります。また、長時間かけて遠い場所に水 汲み

に行く必要がなくなれば、学校を欠席する生徒の数も減

るでしょう。さらに、子どもたちの尊厳が取り戻されれ

ば、学校や地域社会に対する人びとの誇りが培われるは

ずです」

　ロータリー財団でWASH in Schools委員長を務めるｽｼ

ﾙ・ｸﾞﾌﾞﾀさんは、これらの水・衛生プロジェクトが単な

るインフラ投資や衛生設備の改善にとどまるものではな

い、と話します。水・衛生プロジェクトを立案する際に

は、衛生教育に焦点を当て、子どもたちが衛生習慣を身

につける方法を考えるべきだとｸﾞﾌﾞﾀさん。子どもは大

人よりも早く新しい考え方を受け入れる柔軟性がある、

だから、子どもたちを通じて家族や地域全体の衛生習慣

を少しずつ変えていくことができる、と語ります。

「"WASH in Schools"は社会の再活性化であり、革命をも

たらすもの。子どもたちが変化の推進者となり、世界を

もっと衛生的かつ安全で、教育の機会が得られる場所に

変えていくことができるでしょう」

国際大会の分科会では、発展途上国で水・衛生などの人

道的支援を行う非政府組織「ワールド・ビジョン」の副

会長、ｸﾞﾚｯｸ ・゙ｵｰﾙｸﾞｯﾄﾞさんが講演しました。ロータリー

会員は、NGO（非政府団体）や民間組織との協力を通じ

てWASH in Schoolsプロジェクトに参加できる、とｵｰﾙ

ｸﾞｯﾄﾞさんは述べます。ワールド・ビジョンは、ロータ

リーとの協力を通じて、2013年だけでプロジェクトに

8,500万ドルを投じ、845,000人の子どもにきれいな水

を提供しました。

別の分科会では、衛生教育を通じた習慣改善や学校での

衛生環境づくりについて話し合いが行われました。この

分科会では、プライスウォーターハウスクーパースの

「持続可能なソリューション」部門の責任者、ｶﾙﾛｽ・ﾛｼﾝさ

んが講演したほか、サンパウロの現在の干ばつと水問題

に関する報告も行われました。

国際ロータリーのｼﾞｮﾝ・ﾋｭｰｺ事務総長は次のように話し

ます。「ロータリアンは、学校における水・衛生を改善

するために率先して時間を捧げており、既に大きな成果

を残しています。水感染の病気を減らし、学校への出席

率を高め、教育環境を改善し、子どもたちの尊厳を守

る。このような好ましい循環を生み出すこのプログラム

こそ、ロータリーがリーダーシップと力を発揮し、次世

代に大きな影響を与えていくチャンスです」

えています。酪農は一般的な勉強の代わりとして、カリ

キュラムに普遍的に組み込まれています。

　「子どもたちは本当にがんばり屋さん」

こう話すのは、スクール責任者で、地元ロータリークラブ

会員のクリスチャン・ウェールさんです。オーストラリア

統計局によると、同国人口の3％にあたる先住民族は、そ

の50％が少年院、27％が刑務所を経験するという深刻な問

題を抱えています。問題の根本は不十分な基礎教育だと

ウェールさんは指摘します。「だから私たちは、基本的教

育の提供を通じて、社会的ｽｷﾙの伝授や仕事を得るための

支援をしています」

ロデオスクールを実現したロータリー補助金

　ロデオスクール実現の背景には、二人のロータリー会員

の活躍がありました。2010年のロータリー会合でウェール

さんは、同じく先住民の青少年支援に関心があったジョー

ジ・グラントさんと出会い、知恵を出しあって支援活動を

考案しました。

しかし、初めてクラブ仲間にアイディアを打ち明けたとこ

ろ、数名から強い反発を受けました。会員30名に満たない

クラブに、どうしてそんな大事業ができるのか。確かに、

牛、トラック、フェンス、そして教育施設を用意するには

莫大な資金が必要とされました。また、持続的に支援を続

けるには、畜牛による収入が必要とされました。

そこでクラブは、小さい規模から始めることを決意。牛6

頭、トラック、フェンスを購入し、12万米ドル以上の補助

金をロータリーに申請しました。一から始めることへの

ロータリー会員の固い信念は、やがて、周辺ロータリーク

ラブを含む多くの支援者を呼ぶことに。そうして完成した

のがロデオスクールです。

「単純に自慢したい気分」．．．グラントさんは、こみ上げる

嬉しさをそう表現しました。

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13日(木)堺清陵RC【ﾎﾃﾙ･ｱｺ゙ ﾗーﾘー ｼ゙ ｪﾝｼー 堺25F】18:00

当クラブ／8 月 18 日は休会です


