
本日のランチタイム・ピアノ演奏曲目

1. サポール・アミ（ラテン） 2. プリテンド 3. サイド・バイ・サイド
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（第2250回）

例会日 出席 欠席 出席率

2月14日 ２８ １４ 66.66％（５３名中１１名免除）

1月31日 ２７ 免除会員出席６名メークアップ５名（62.79％）

前回例会（2248回）2/14の主な内容

岩田ガバナーと役員との懇談会

「ロータリーよもやま話」
大阪フレンドロータリークラブ会員

青木 禎一郎 氏
例会担当：ロータリー情報委員会

「ここ・から・イキイキ」

黒田 クロ 氏

例会担当：職業奉仕委員会

◎ ゲスト紹介
岩田 宙造氏

（国際ロータリー2660地区ガバナー）
沈 静さん （米山奨学生）

◎ ビジター紹介
志水 慶一氏 （大阪中之島ＲＣ）

◎ 会長の時間 会長 石井賢治

『 温泉の効用 』

今年は暖冬と言われているが矢張りこの時
季は寒い日もあります。温泉にでも入って温
まりたいと言う気持になって参ります。
日本には火山が多い為火山性の温泉が多く、

温泉地にまつわる伝説も多い。日本書記や万
葉集等の古い文献にも温泉に関する記述が散
見される。一般庶民には江戸時代頃から広く
親しまれるようになったようだ。今でも温泉
の人気は根強く、温泉は日本の伝統文化の一
つと言えるでしょう。

温泉は一般的に神経痛、冷え性、疲労回復等
に効果があると言われている。唯温泉にも硫黄
泉、塩化物泉、炭酸水素泉等様々な種類があり、
種類によって効果は違ってきます。
温泉の効用は本当にあるのだろうか。先日環

境省は、温泉の効用を詳しく調べて科学的に検
証し直し、泉質と効用の関係を整理すると発表
した。環境省がこの決断に踏み切った背景には、
三年位前から水道水を沸かした丈で、入浴剤を
入れたか堂か、『温泉』と称する不祥事が相次
いだこともあります。
最近ＴＶ番組の捏造事件が世間を騒がせた。

温泉の効用を科学的にしっかりと検証して欲し
いと思う国民は多いことでしょう。

以上
幹事報告 （伊東 幹事）
・Ｉ.Ｍご出席のお礼
・長年ご在籍して頂いた高士修会員の退会
が理事会に於きまして承認されました。

◇◇◇委員会だより◇◇◇
広報雑誌･会報委員会
日時：２月14日(水)13：30～
場所：「トップラウンジ」出席者：３名
議題：・例会卓話

・次年度ホームページの件
・次年度週報の件



卓 話 「ガバナー公式訪問」

国際ロータリー
第2660地区
ガバナー

岩田 宙造 氏

皆様こんにちは、ガバナーの岩田でございます。
地区大会も無事済ませる事ができました。皆様
のご支援ご協力に感謝致しております。ガバ
ナーに就任致しまして７ヶ月半過ぎました。
公式訪問も後７クラブとなりました。 今年度
2660地区ガバナーとして、精一杯、努力いたし
まして、その職責を全うしたいと考えておりま
す。皆様どうぞよろしくご理解、ご支援をくだ
さいますようお願い致します。こちらのクラブ
からは、パストガバナーの熊澤先生、またＲＡ
Ｃの高橋様には、大変お世話になっております。
有難うございます。
さて、ロータリーは第２世紀がスタートいたし
ました。今年度、出発にあたりましてここで一
度基本、ベースについて考えてみる事も大事で
はないかと思いました。テキストによりますと
「人道的な奉仕を行い、職業において高度な道
徳的水準を守り、かつ世界平和の確立に寄与す
ることを目指す」と、書かれております、これ
までに、ロータリアンの皆様が「超我の奉仕」
をモットーに、なされました数々の奉仕活動、
その成果に対し、数多くの人達が高い評価を与
え、感謝されています。
世界で一番大きな民間国際奨学金プログラム、
さらには、ポリオ･プラス・プログラムによる
ポリオ撲滅活動等には世界の人々から評価され、
感謝されています。昨年度５月には、ステンハ
マー元ＲＩ会長から当時の小泉総理大臣にポリ
オ撲滅チャンピオン賞が贈られました。ロータ
リーの更なる活躍が期待されている所です。
近年ＲＩは地区組織の効率が危機にさらされて
いることから、内部組織の変更を考え、まず地
区リーダーシッププラン（District
Leadership Plan）を考案され、2002年にはす
べての地区が採用することになりました。この
ＤＬＰの基本概念をクラブ・レベルに適用し
、効果的なロータリー・クラブの管理の枠組み
としましてクラブリーダーシッププラン（ＣＬ
Ｐ）の採用を推奨し、より一層のクラブの発展
を期待しております。このような現状を理解、
また当地区のこれまでの歴代ガバナーはじめ、
クラブ会員の皆様方のたゆまない、ご努力によ
り築き上げられて来ました。すばらしいＲＩ
2660地区の伝統と成果に深く敬意を表しますと
共に今年度ガバナーとしてこれを維持すること
、その重責を痛感しております。
先ずＲＩ会長のテーマ、活動方針のご紹介を致
しまして、次いで地区の方針についてお話させ
ていただきます。

先ずロータリーは個々の集まりで、多様性こそが
ロータリーの強みであるといわれています。より
よい未来を築くためには、寛容の精神、違いを認
める度量、高い論理観が必要であると前置きされ
て、テーマとして『Lead The Way』『率先しよ
う』を選ばれました。親睦と奉仕を通じて明るい
未来をもたらすために、120万人のロータリアン
が力をあわせて、特にリーダーは謙虚さと、親切
心と微笑みを持って、率先して行動をして欲しい
とのことです。
４つの強調事項
ただ、実践に当っては特に実用性を重んじ、最も
必要とされているところに努力を注ぐことを付け
加えられました。
先ず4項目ですが、水保全、識字率向上、保健、
および飢餓、これは前年と同じ項目です。新らし
く４番目にロータリー家族が加わりました。この
強調事項の中で、識字率向上を選んだ理由は、ボ
イド氏が、本好きの家庭に生まれ育った事からこ
れを選んだとされています。また４番目に選んだ
とされている新たに加えられましたロータリー家
族ですが、何十年先のロータリーの家族を考えた
時、ロータリアンになったばかりの会員、若い職
業人の多くは、子育て、仕事と家庭の両立等に奮
闘している。毎日の、時間に追われる生活を送っ
ている今日、自分の家族もロータリー家族のすべ
ての人々に等しく思いやることは、ロータリーの
結束力を一層強めることになるとのことです。
経済的に負担にならないように、家族全員が参加
して楽しい友好、親睦の会、さらには奉仕プロ
ジェクトを考えるよう望まれています。年令に関
らずすべての人々を快く受け入れることの出来る
ようなクラブの雰囲気作りに努めて頂きたいとの
ことです。
またロータリー家族に関連いたしまして、若者た
ちの事も重要な課題です。若者たちが私たちの未
来です。インターアクト．ローターアクト・ロー
タリー青少年育成プログラム・青少年交換・その
他数多くの青少年のためのプログラムの重要性を
しっかり心に留めてくださいとのことです。以上
の4つの強調事項に関連しましてこれらを支援す
るグループ・コーディネーターと言うのを設けて
おられます。
強調事項についてプロジェクトや活動を奨励、

支援し、情報や指導を提供する為各ゾーンから代
表者一人を選んで支援グループを任命しておられ
ます。我々は第３ゾーンに属しています。過日、
増強委員会に於きまして隣の地区のＰＧ亀岡弘先
生がこの役で講演をなさいました。これからも、
こう言ったコーディネーターの方が、書物、或い
は委員会でお話をされるものと思います。
どうかその時は、お聞きいただければと思います。
次に会長賞です。数多くのクラブの業績を表彰す
る為に設けている。これも前年度と同じでより良
い未来へ向けて『率先しよう』のテーマを実践し
て欲しい。着実な計画と努力を持って、活動は実
用性を重視。更に会員一名は純増が必須条件。



同じ様にローターアクト会長賞も設けておら
れます。どうかご指導願いたいです。
次にクラブリーダーシッププランＣＬＰの採
用を推奨するという事です。冒頭この事に触
れたのですが、より高いレベルへとクラブを
導くことを願って考えられたもので、クラブ
に推奨される管理的枠組みであり、効果的
ロータリークラブの“最善の実践方法”に基
づいて作成されているということです。ＣＬ
Ｐは奉仕の第２世紀においてロータリーが安
定、成長、成功を遂げるために極めて重要と
されています。
目標は、各奉仕部門に沿って活動を遂行す

ることにより、ロータリーの綱領を追求する
効果的なクラブを創造する。締めくくりとし
ましてロータリアンは、よりよい世界を目指
して真のニーズを特定し、地域社会と諸団体
と協力しながら、実用的かつ持続可能な方法
で取り組んでほしい。ＲＩ会長の言葉に
『ロータリアンにはより重要な職責を持つ
ロータリアンは居るが、より重要なロータリ
アンは居ない』と言う事です。ロータリアン
は平等に対等の権利と義務を持っています。
一人一人の活躍が期待されています。
ロータリアンは、共にLead The Way（率

先しよう）のテーマを実践して下さいとのこ
とです。
最後にボイド氏の講演の中で特に心に残った
話として、引用された諺、『人に魚を一匹与
えればその日の飢えをしのがせることが出来
るが、釣りの技術を教えれば、一生魚に困ら
ない生計を与えると同じことになる』を紹介
してＲＩ会長ボイド氏のテーマ、活動報告を
終ります。
続きまして、地区の方針を説明させて頂きた
いと思います。
地区活動方針
地区として新たにテーマを設けることは禁じ
られていますことから、 Ｌｅａｄ Ｔｈｅ
Ｗａｙ：『率先しよう』を実践するにあたり、
行動する為の指針ともなり、または、補足説
明するものとして、ＲＩ会長の言葉を借りて
『ニーズを見極め、誠実な協力、ひたむきな
努力』を加えさせていただく事にしました。
ＲＩ会長の方針に対しまして大きく3つの課
題が考えられます。
第一は、４つの強調事項の実践
第二は、会長賞への積極的参加
第三は、クラブリーダーシッププラン（ＣＬ
Ｐ）の検討です。これらについて順に説明さ
せていただきます。
強調事項については４つの強調事項が主題で
ありますが、それらの問題を考える時、付随
してといいますか、密接な関係にあります親
睦と教育とを、副題として、合わせて考えて
いただければと思っています。ここで教育を
付け加えましたのは最近特に、わが国では、
あらゆる場面で学校での教育はもとより、家
庭、地域社会での教育の重要性が指摘されて
いることからです。

このことを付け加えさせていただきました。それ
では、4つの強調事項の中の三つです。
水保全・識字率向上・保健および飢餓
これら3点は前年度と同じ課題です。これらは、

切り離せない問題と考えております。前年度から
の強調事項でもあり活動の継続性も重視されてい
ることも考慮し、人道的補助プログラムの積極的
な活用による奉仕活動をお願い致します。既に当
地区は皆様方の努力によりまして高い実績を誇っ
ています。国内で１･２位を争うぐらいの実績を
誇っております。さらに、ニーズを見極めてお願
いしたいと思います。現在手元にあります資料で
は、この件に関しましては保健で１８件１万ドル
プラス300万円、水は、10件で8万ドルプラス125万
円飢餓は、3件で75万円のプログラムが進行してい
ます。進行中のもの6件これが昨年末までです。あ
と半年殆どのクラブが参加していただけるのでは
と思います。ただこれに関連致しまして是非とも
お願いしなければいけなのは補助金の財源の問題
です。地区に還元されます補助金は地区の年次寄
付金の額によって決まります。ＲＩから還元され
ます補助金（年々減額されている。また今年度か
らは過去の運用のまずさから60％から50％にダウ
ン）その補助金の元となる年次寄付金は資金源で
すが、過去5年間、当地区の実績は会員一人約128
ドルでしたが近年減少傾向にあります。より活発
な活動を行う為にも出来ればこの平均以上の年次
寄付をお願いしたいとおもいます。
この強調事項に関連いたしまして国内の身近な問
題として、水保全に関しては環境保全の問題、保
健には薬物乱用防止等大きな問題を抱えておりま
す。これらの諸問題を解決するには根本の問題と
して、教育があるのではと思っています。そこで
教育に関しても併せてご配慮願いたいと思います。
ロータリー家族
新たに加わったものですが、これに関連しては、
会員同士の友好・親睦を特にお願いしたいと思い
ます。過日の国際協議会で、たまたまお会いし、
お話する機会が出来、素晴らしい仲間の人たちを
知ることが出来ました。皆様の仲間にも素晴らし
いロータリアンがおられます。仲間同士の友好・
親睦を深め、お互いに相手をよく知ることにより、
より一層、自分自身を高めることが出来るのでは
ないかと思っております。“今流行の品格、品
位”の向上につながるのではとおもいます。これ
がロータリーをエンジョイしていただけるものと
思います。明るい、楽しいロータリーは地域の人
からも親愛され、仲間に入れて欲しいと思われる
ロータリークラブになると思っています。もう1つ
は、若者たちの問題です。若者たちが私たちの未
来です。色々な青少年の為のプログラムも沢山用
意されております。どうかその重要性を理解し、
ご支援下さいますようそれに将来を託せる若い人
材の育成にご尽力を願います。古いニュースです
が、当地区インターアクトのメンバー大阪桐蔭高
校2年の鈴江祐希さんが昨年厚生労働大臣から表彰
され、この度は、薬物乱用防止の啓発運動を行う
民間国連ヤング大使に、これまでの実績が評価さ
れ、全国から6人のうちの1人に選ばれました。



地区としても誠に名誉なことと思います。どうか鈴江
さんに続く若い人を育てていただければと思います。
会長賞
クラブこそがロータリーの最も重要な仕事の担い手

であり、数多くのクラブの業績を表彰することが目的
で会長賞が設けられております。どうかこれにエント
リーしていただくという事は、それに付随している条
件になっております奉仕活動、或いは会員純増1名の
必須条件、これをクリアーしていただくという事はク
ラブの活性化となると思います。前年度は神崎ガバ
ナーの肝いりで50％のクラブが受賞されるとのことで
す。どうか今年度もそれ以上にお願いしたいと思いま
す。又、ローターアクトに関しましても会長賞がござ
います。どうかご指導願いたいと思います。
効果的ロータリークラブ
ＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ･プラン）この問題
に関しましては、今も反対されております方はいくら
もあります。パストガバナーにもおられます。反対さ
れておられます方の理由の3つをご確認いただいてお
きたいと思います。先ず第一はロータリーの綱領は4
項目ありそれに基づいて４大奉仕部門がある。これが
奉仕のベースでありロータリーの精神であります。次
にロータリーはクラブが主体です。３番目は多様性こ
そがロータリーの強みである。この３点を考えいただ
いてＣＬＰを検討いただければと思います。ＣＬＰで
すが、地区リーダーシップ･プラン（ＤＬＰ）がござ
います。すなわち地区はガバナー補佐・地区研修リー
ダー・各種委員会で構成され、ロータリーを強化する
構想である。クラブへの支援をより迅速に、より綿密
に行うことを目的に考えられたもので、その基本概念
をクラブ・レベルに適用して効果的なロータリークラ
ブの管理の枠組みとしてＲＩ理事会が採択したもので
す。過日の地区大会ではＣＬＰ導入を推薦することを
決議していただきました。クラブが独自のリーダー
シップ･プランを考え、作成していただければと思っ
ています。このＣＬＰの作成を支援することは、ＤＬ
Ｐの一環として地区に義務付けられています。地区に
は支援することが義務づけられている。その為には地
区にはＣＬＰ委員会を立ち上げて各クラブから質問等
がございましたらガバナー補佐さんを通じて言ってい
ただければ対応していく様にしている。クラブには
色々事情があり、色々なメンバーがおられますので、
このＣＬＰの案を一度お考え頂き、ご検討いただけれ
ば有難いと思っています。
ＩＭのテーマについて
すでに決まっておりますので省略させて頂きます。
終わりに
継続性の重要な事から前ガバナーの方針を引き継い

で行うことを原則としてＲＩ会長の強調事項を実践す
るに当っては、それらに密接に関係する親睦と教育を
副題として活動を進める。会長賞へは、積極的に参加
し、クラブリーダーシッププランについてはクラブで
の充分な検討をお願いし、活動のより一層の発展、充
実に努めたいと思います。
午前中に会長をはじめ懇談会をさせていただき和やか
にさせて頂き本当に感謝申し上げます。
又、先程の会長の有意義なお話をお聞きしました。資
料によりますと会長の方針は会員の減少防止を挙げて
おられます。

会員同士の親睦・ＷＣＳ事業に関しましては
第２弾を考えておられると
又、現体制を強めて地盤強化に心がけている。
又ユニークな事業として３救運動(地域奉仕)
救急・救命･救護を挙げておられます。非常
にユニークな事業をされていると、やはり歴
史のあるクラブだと思っております。どうか
会長の今年度の方針が計画通りに進み、クラ
ブの更なる活性化が実現出来ます様ご活躍で
きますよう願っております。地区組織もとよ
り皆様方とは情報の共有に努力し特に会長、
ガバナー補佐、私共との団結を図って2660地
区クラブの発展に努力したいと考えています。
Ｌｅａｄ Ｔｈｅ Ｗａｙ『率先しよう』で
す。どうぞよろしくお願いします。ご静聴有
難うございました。

（録音テープより収録しました）

石井 会員 当地区ガバナー岩田宙造様
の公式ご来訪を歓迎して。

西原 会員 岩田宙造ガバナーをお迎え
して。

深田 会員 岩田宙造ガバナーをお迎え
して。

髙橋 会員 岩田ガバナーをお迎えして。
楠神 会員 ガバナー公式訪問を迎えて。
三浦俊会員 岩田宙造ガバナーをお迎え

して。
他谷 会員 岩田ガバナーをお迎えして。
深田 会員 横山先生に大変お世話にな

りました。
伊東 会員 Ｉ.Ｍ欠席のお詫び。
水谷 会員 けがを乗り越え、無事ハー

フマラソン完走できました。

2/14 結婚・誕生ニコニコBOX累計
1,156,000円

・岩田ガバナーとの懇談会
日 時：2月14日(水）11：00～12：20
場 所：３Ｆ『飛鳥の間』
出席者：８名

◇◇◇委員会報告◇◇◇
・ロータリー財団委員会（西原副委員長）

地区ＧＳＥ受入れ委員会出席報告
トルコ・アンカラチーム受入れ
日時：2007年2月6日(火)
（ホームステイ受入れ）
日程：3/26(月）～４/1（日）

・親睦活動委員会 （三浦均委員長）
家庭（情報）集会のご案内
日 時：2月21日(水)18：30～
場 所：柿右衛門
参加費：10,000円


