
（敬称略）

◇ガバナー、地区代表幹事、ガバナー補佐を

お迎えして。

愛須、榎本、後藤、橋本、畑地、平野、堀、泉、

片井、小山、栗山、楠本、前田、森本、中川、

中嶋、西谷、小倉、沖、佐田、杉若、武田、竹村、

谷峯、谷本、玉置、内芝、上原、浦地、渡口、

山本、吉本

◇イーストクラブで一緒にラウンドしたメンバーが

悪く、誰とは言えずスコアは散々でした。

でも１０位はうれしいです。 坂本

◇奥様誕生日 平尾

◇結婚記念日 平野、平尾

◇お花頂きます。 吉田

高天肥馬の候となり、サンマがおいしい季節になりま

した。新宮の詩人の佐藤春夫に「サンマ苦いか塩っぱ

いか。」と言うのがあります。今回はこの詩をと思っ

たのですが、全く個人的な趣味で、彼の殉情詩集から

「少年の日」を。

野行き山ゆき海辺ゆき 真ひるの丘べ花を敷き

つぶら瞳の君ゆゑに うれひは青し空よりも。

影おほき林をたどり 夢ふかきみ瞳を恋ひ

あたたかき真昼の丘べ 花を敷き、あわれ若き日。

君が瞳はつぶらにて 君が心は知りがたし。

君をはなれて唯ひとり 月夜の海に石を投ぐ。

君は夜な夜な毛糸編む 銀の編み棒に編む糸は

かぐろなる糸あかき糸 そのランプ敷き誰がものぞ。

まだまだ若い皆さん方ですが、さらに若い日もあった

のです。

■本日は、公式訪問です。ガバナー 大澤徳平(おおさ

わとくへい)様、地区代表幹事 松生満(まつおみつ

る)様、ガバナー補佐 汐崎まこと(しおざきまこと)

様をお迎えしています。大澤ガバナーには後ほど、

ガバナーアドレス（卓話）を宜しくお願い致します。

■来週10月19日の例会後に定例理事会を開催します。

理事・役員の方はご出席くださいますようお願い致

します。

■例会日時変更

◎田辺はまゆうRC

10月18日（火）18：30～ → 移動例会

泉養寺 ℡24-6673 秘仏をたずねて

10月25日（火）18：30～ → 移動例会

紀伊田辺シティプラザホテル℡24-0400新会員歓迎会

◎海南RC

10月19日（水）12：30～ → （職場例会）

場所：海南市大野中1056 春日神社

◎有田南RC

10月25日（火）→10月22日（土）AM8：30出発

場所：京都（親睦家族例会）

■メークアップ

10月11日（火）田辺はまゆうRC 谷中 順次郎君
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■回覧

・週報「那智勝浦RC」「粉河RC」「橋本RC」「田辺RC」

・英語版ロータリアン10月号

・「シーカ78号」

・ガバナー事務所より「青少年交換 長期派遣学生

追加募集のご案内」

・田辺市暴力追放協議会より決起集会及び街頭啓発パ

レード参加申し込み案内（メイクアップ可）

・2012～2013年度 青少年交換 長期派遣学生 追加

募集のご案内

・移動例会のご案内

日時：11月9日（水） 18：00～

場所：東急ハーベスト

”秋の夜長を美味しい料理で満喫しよう”

※送迎バスを手配します。

■連絡

・10月18日（火）午後3：35～4：30頃

扇ヶ浜カッパーク～JR紀伊田辺駅に於いて

田辺市暴力追放協議会街頭啓発パレードが開催され

ます。参加をメークアップとする件を持ち回り理事

会において承認されました。

■米山奨学委員会 玉置 和男 君

米山奨学生歓迎親睦会

日時：10月19日(水) 18：00～

場所：ガーデンホテルハナヨ

■親睦委員会 安井 忠雄 君

『新年家族会催し物のアイディア募集』

いつもクラブの為にありがとうございます。

新年家族会が2012年1月11日にあります。

その時の催し物のアイディアを募集しております。

家族会ですので、子供さんたちが楽しめる事、奥様か

らのリクエスト、自分が出演したい！など、なんでも

結構です。

いろんなアイディアを受付いたしますので、早めに親

睦委員または事務局へ連絡を宜しくお願い致します。

・

「キンモクセイ」と「ヤマグミ」

堀様、いつもありがとうございます。

地区キーワード

「笑顔で握手・とりもどそう友愛の輪を」

２０１１～１２年度国際ロータリー会長 カルヤン・

バネルジー氏はまず自分自身を見つめ直すこと「ここ

ろの中を見つめよう 博愛を広めるために」のテーマ

を実践していただきたい。深く自己を省みることによっ

て、人類が皆、同じ夢、同じ希望、同じ願望、同じ問

題を分かち合っていることを理解し誰であろうと、ど

こに住んでいようと、私たちはそれぞれ、同じように

平和と充足を願い、充実した毎日を送りたいと望んで

います。人に何かを与えようとするならば、まず自分

自身にそれを与えることです。そして「何かを成し遂

げようと思うなら、ありとあらゆる知恵を振り絞らな

ければなりません。それにはまず、自分自身の内側か

ら始めなければなりません」「自らを発見し、潜在的

な力を引き出し、迷わず怯むことなく出でて奉仕し、

世界で博愛をひろげて下さい。」と訴えられました。

本年度会長の強調事項は第一に強い「家族」を築く

ことです。万事は家族から始まります。私たちが行う

奉仕すべて、また世界で成し遂げたいと望むことすべ

ての出発点は家族にあります。心が平和であれば、家

庭が平和になり、この平和をほかの人々に分かち合う

ことができるのです。

第二の強調事項は「継続」です。私たちが得意とする

ことは何かを知り、それを継続しながら次のレベルへ

と高めていくことです。きれいで安全な水の提供、疾

病の予防、識字力の普及、新世代のための活動を、こ

れからも続けていかなければなりません。

第三の強調事項は「変化」です。変える必要があれば
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変えることです。ガンジーは「世界の変化を望むなら

ば、あなた自身がその変化にならなければならない」

と述べられました。自分自身から変わらなければ変わ

りません。

さてこのカルヤン・バネルジー会長のテーマ「こころ

の中を見つめよう 博愛を広げるために」は正に我が

身に、そして我が地区の皆様へのメッセージだと受け

止めております。平和を取り戻すためには「まず自分

自身から見つめ直すことから始めなさい」と言われて

います。見つめ直すことにより周りが見えてきます。

もともと何があってここまで醜い悲しい争いになった

のか、ロータリーの世界では考えられない世界にした

のはなんなのかと私自身で自分を見つめ直しました。

事の発端は諮問委員会（指名委員会）にありました。

私もその委員の一人ですから責任があります。ＰＤＧ

の見解の相違が地区会員の皆様に多大のご迷惑をかけ

る結果になりすまん思いでいっぱいです。しかしご本

人の決断でＧＮを辞退されたのですから解決したので

あります。後ろを見つめても何も変わりません。やめ

ましょう。もう済んだことですから前を向いて平和を

取り戻すことを考えましょう。そして再びこのような

ことが絶対に起こらないようにしましょう。だから私

の今年度地区運営方針を先ずは修復と再生としたので

あります。

修復と再生は、すべてにおいて手続要覧・ロータリー

章典に照らして何事も決めていくことから始めました。

クラブもルールをもう一度見直してください。

そのために私は、我が地区で１番のロータリー情報通

の松生満君に代表幹事をお願いして助けていただいて

おります。何せ１８年前とはずいぶん変わっておりま

すので。

それともう一つ、ガバナー選出の際素晴らしい人物が

本人がＯＫしてもクラブから「うちは弱小クラブだか

ら出せない」のセリフでこれまでいくつも消えました。

これではいつまでも素晴らしいお人は出ません。現在

２０名以下のクラブが２６クラブ在ります。３０名以

下ですと４８クラブです。確かに所属クラブから代表

幹事を含めて約２０名の地区幹事は出せません。所属

クラブだけでなく近隣クラブからも出ていただき連合

体で地区運営をする。そのモデルケースを作ってみよ

うと考えました。堺ＲＣから２名だけで堺南・堺東・

堺北・堺泉ケ丘・堺フェニックス・堺フラワーほかか

ら１名づつ地区代表幹事補佐をお願いしてその連合体

でＧを支えていただいております。

１０月は職業奉仕月間・米山月間です。どちらもロー

タリー独特の奉仕ですのでこの機にもう一度自分自身

を見直し、自分自身の存在をアピールしていただきた

いと思います。

最後にロータリークラブとは・・・・・ある地域にお

いて何かの事業又は職業に従事し、人道に対する奉仕

という道徳的原則が人生の幸福に対して欠くべからざ

るものであることを認め、人の弱さはあるにしても、

その許す限り、この原則を家庭に、事業に、また公の

生活に適用すると心に定め、また特に自ら範を示すこ

とによって、世界の他の人々にこの同じ原則を認めさ

せ、行わしめることが世界の平和に、また広く人間の

幸福に導くものであると信じる人々の集まりなのです。

（笹部 誠 著 ロータリーあれこれ）

ロータリーはボランティア団体でもなく、奉仕団体で

もない。奉仕を志す人々の集まりである。奉仕を志す

人々を作る道場です。

【 東ロータリークラブ 第1809回例会 】

公式訪問 ガバナー 大澤 徳平 様
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