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 A Message from the President of Rotary International 1970-71 

BRIDGE THE GAPS 
米 between people 

米 between nations 

米 between man and his environment 
William E. Walk, Jr. 

President 
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1970-71年度 国際 ロータリー会長のメッセージ

隔りを取 り 除 こう

米 人と人との間の

米 諸 国 間 の

米 人とその生活環境の

ウイリアム E.ウォーク Jr.会長
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就任こ挨拶

新ら しく生れました第366区のロ ータリア ン

の皆さん。この世界的な偉大な組織を持つロ ー

タリーを通じて、1970-71年度に特に親しくお

つきあいする様会を持つ事を心から喜んでおり

ます。私は去る 5月19日から27日までアメリカ

のニューヨー ク郊外レークフ゜ラシッドで開かれ

た国際ロータリ ー協議会に出席いたし、引続き

アトランタに開かれたロータリー規定審議会及

び国際大会に出席して今日までにかつて味わっ

た事のない大きな感激を持つて帰つて参りま し

た。

RI現会長、次期会長その他諸先輩方に滞在

中たびたび親しくお眼にかかり 、特に次期会長

から本年度ロ ータリーの進むべき方向を直接お

聞きする機会を与えられた事を無上の幸福と考

えております。こ の本年度会長の意見を皆さ ん

にお伝えして、それぞれの新 らしいアイデイア

を考え出してロータリ ーに貢献していただく重

大な貢任をになつて参りました。

その一つは、このすばらしいロータリ ーをひ

とりでも多く私共と分ちあえる立派な会員を 7

月中に 1クラブ 1名宛、会長の貴任においてふ

やすという ことです。そうする事によつて企世：

界に1万4千名の立祇な新会員ができます。更に

9月中に各地区に一つは是非新らしいクラプを

ふやすことです。これはガバナーの貴任です。

それによつて世界中に 314の立派な新 クラフが

できるはずであります。

次に本年かかげる テーマは、この現代世界の

緊迫 しだ情勢を反映 したものであります。その

ためには、先づ70年代の人間を理解する必要が

あるといわれております。青少年、成年と老人

皮附の黒い人、黄色い人と白い人、富める人と

貧しい人、雇主と従業員、都会人と股村人、学
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生と教師なと、そうしてそれに世代間のギャッ

プ、社会的ギャップ、人口移動のギャ ッフ°、経

済的ギャッフ゜が生れておるのであります。その

ギャップを生み出 したのが人間であります。人

間が作り出 した ものな らば人間がそれを取り除

く事ができるはすであります。誰れかがそれを

除く 事を助けなければなりません。

ロータリ ーはこれらの問題を とりあげて、そ

のギャッフ゜を取り除 くために本年度だけでなく

70年代にわたつて、会務奉仕、社会奉仕、眩業

奉仕、国際奉仕のそれぞれについて、そのロー

タリーの梢神を活かして努力 して行くべきだと

いうのであ ります。

会員の皆さん。こ ん身の力をふるつて、お互

に手を取りあって、ギャップを取り除くことに

努力しようではありませんか。

塚本前ガバナーヘのおネLのことば

この一年間いろいろこ苦労椋で した。厚くお

礼を申 し上げます。塚本さんは全くロ ータリア

ンとしての 先天的なこ性格をお持ちの方で し

た。それは、もちろん40年近く もロータリアン

てあられ、しか も幹事を永 く勤められ、遂に名

醤幹辱ヤという他のクラフに（外の ないお世話をし

ていただいた事にもよりましようが、そのお人

柄か円満な人なつつこい全 く角のない人格者で

あられたため、 極めて自然に気取るような事な

く、楽 しくガバナーをおつとめいただいた事を

眼のあたり に拝見 して、私もその十分の一でも

あやかりたいと思つておつたのでございます。

殊に、万国博の開催中でありその事務万端を

引受け られ、一屈多忙であられた中に、前RI

会長の方針をよく 実践いただきまして、かずか

ずの新陳代謝を計つてロータ リーの向上発展に

努力していただきました。まづ何よりも地区の
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分割を実現下され、更に公式訪問、地区大会、
Fr  

ィンターシテイ・フォーラム等にかずかずの革

新をスムースにやつてのけられました。さらに

新タラブを数多く 創設 されました。これらのこ

とをひとつひとつ数えあげれば全く際限がない

程、数多くの事績を残されま した。これを引継

ぐ私は、余りの貧詣さを感じて、き憂しておる

次第です。何とぞ今後とも大阪の中央におられ

る有力なパストガバナーとして、自由な立場で

より一層御指導と御協力をお願いいたします。

今日までのお礼を厚 く申し上けます。本当にあ

り力ゞとうございました。

圏366地区 1970-1971年度

クラ ブ出席競争規定

(1) 出席競争は 7月 1日より翌年 6月30日まで

の年度について行なう。

(2) 各月の出席率により 、それそれ順位を決定

してカバナ一月信に発表する、同率のクラ

ブが2以上あるときは、会員数の多きを上

位に、また会員数も同 じ場合は創立の古き

を上位 とする。

(31 年間出席の優秀なクラフに対しては上位よ

り10位まてにガバナーより 賞を賠る。最俣

（:,',.のクラフに対しては、地区年次大会の席

上で優勝旗を贈られる。

圏クラプ出席競争についての考え方

今年度より当地区が第 366地区として新しく

分離発足して、現在は52クラブとな りま したの

で、 今年度は昨年度の第 1、2、3、の区分を

やめて、会員数にとらわれずに出席率を競うこ

とといたします。 100人以上の会員数のクラブ

には多少苦しいことと思われますが、現在にお

いて100人以上の会員数のクラブが4クラブです

ので、会員数の区分をなくすること とします。



画年度はじめに当りこ‘注意とお願い

新年度にあたりお忘れなくやつていただきた

い諸手続きや送金がありますので、次に車しま

す。

◎委員会資料

これは 4色の用紙に印刷されて「クラブ会

長必携」にはいつております。必ず会長から

それぞれの委員長へ配付の上よくよんで実行

するようにして下さい。資料のない委員会に

ついては、会長から活動すべき内容を指示し

て委員の1カきやすいように配慮下さい。

◎クラブ出席率の報告

6月分の報告は 7月10日迄に必着するよ う

塚本前ガハナーあてにお出し下さい。 7月分

から後は乱の事務所あてにお願いします。

◎新会員・退会会員 ・変更会員の報告

これは幹事さんの仕事ですが、報告用紙を

手に入れて、新会員 ・退会員 ・変更会員 （会

員種類• 取業分類・住所など）をかならずそ

のつど、国際ロータリー中央事務局およびガ

バナー事務所へご提出下さい。

◎クラプの刊行物

クラブ会報やそのほか、クラブで発行され

ている刊行物は 1部をガバナーヘお送り下さ

い。他の 1部はエバンストンの国際 ロータリ

ー中央事務局へ郵送して下さい。

◎ RIへの年度初めの報告

別項の年間カレンダーに指定してあるとお

りに、 クラブから提出すべき各種の親告と送

金とを 7月早や目にお願い します。

①

②

③

④

⑤

⑤

 

半期報告

人顕分担金

ロータリアン誌の購読数報告

ロータリー財団への寄付

ロータリー米山記念奨学会への寄付

ロータリ ーの友購読数報告と送金

⑦

⑧

⑤

 

地区資金送金

ガバナー月信購読料送金

ボーイスカウトジャンボリ ーヘの寄付

等です。詳細は別項のカレンダーをご覧下さ

p
 ゚

◎公式訪問について

別項のとおり実行するつもりです。

ぐらい前に書面を差上げて確認いたしますが

訪問日の10日乃至 2週間前までに「クラブの

計画及活動目標の要約」をガパナー事務所迄

お送 り下さるようにお顧いします。

く読んでから訪問いたしたいと思いますので

よろしくお願いいたします。時間割その他は

前塚本ガバナーの方針と 同じです。

表にありませんでした新クラブについては後

程早いめに決定して日程をお知らせいたしま

す。

圏ガバナー月信について

先般各クラブヘの月 信の購読数をお知らせ願

いました。できるだけ沢山の会員にお読み下さ

るようにお顧い致します。

1ヶ月

そ訊をよ

また予定

これは塚本前ガバナ

ーの方針と相反するのですが、熟心な会員の方

々よりの要望もあり、叉会長の報告をとれたけ

熱心！こ閻かれるか も疑問であり 、欠席者等の問

題 もあります。 情報の面でも督類を目で見なが

ら翠既告を聞いたほうが身につくと思います。 又

地区が半分になりましたので印刷コストの問題

もあります。月信を毎回綴つて行くのも楽しみ

なものであり入会されてからの記録にもなりま

す゜

圏地区幹事の担当区分

中村

総括

田村

広男• 藤沢

歓弘 ．勝本

元雄

信夫

地区諸会合、地区内クラブ及び他地区連絡
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山崎 城 ・雑賀 孝夫

月信、法規、渉外

垂井芳太郎

出席、ガバ ナー庶務

令国際ロータリー主要役員および

第366区地区委員組織図 (0印は長）

圏ガバナー公式訪問および I.C.G.F. 

予定日取

◎7月15日（水）

16日（木）

17日 （金）

21日 （火）

22日（水）

24日 （金）

25日（土）

28日 （火）

29日 （水）

31日 （金）

◎8月1日

5日

（土）

（水）

6日（木）

8日 （土）

10日 （月）

11日 （火）

14日 （金）

（火）

（水）

18日

19日

20日 （木）

22日 （土）

26日 （水）

27日 （木）

（土）29日

10 : 45~12 : 00 

12: 30~13 : 30 

13 : 45~16 : 00 

席 、

粉

門

寝屋川

大阪西北

海南

那智勝浦

白 浜

大阪阪南

大阪西南

大阪城南

池

守

富田 林

I. C. G. F. 

堺南

松原

和歌山南

大東

東 大 阪

箕面

I. C. G. F. 和歌山 2組

芦

田 辺

大殴天満析

新

◎公式訪問の時間割その他

河

真

田

ロ

釦坊 1組

会長・幹事との懇談

クラブ例会に出席

クラプ協議会に出席

夕食のご招待は勝手ながらご辞退させていた

だきます。

夕刻に例会を開催す るクラブは、 3: 00より

会長、幹事との懇談、続いてクラブ協議会出

そのあとで例会に出席いた します。

◎ RI会長

William E. Walk, Jr. 
(Ontario ,California, U.S.A) 

◎亭務総長

George R. Means 

(Evanston, U.S.A.) 

◎日本各地区のガバナー

350 

351 

352 

353 

355 

357 

358 

359 

360 

361 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

373 

郎

正

彦

郎

磨

夫

男

祐

門

郎

清

楠

―

二

久

衛

元

通

文

民

藤

秀

幾

直

左

六

久

昌

忠

栄

直

ー良

藤

野

井

藤

崎

野

田

江

次

橋

川

関

川

山

尾

永

田

藤

伊

河

桜

佐

岡

河

安

入

伊

矢

絹

井

中

高

西

末

八

◎第366区パストガバナー

北

森

原

塚

尼

「
,
¥̀

ヽ

9、
1

田

本

形

◎地区諮問委員

塚本

原田

森

北 沢

繁

雄

治

行

秋

敬二郎

寿五郎

秀雄

義 隆

◎第366区ガバナーノミニー

之

義隆

秀 雄

寿五郎

敬二郎

（北見）

（深川）

（水 沢）

（大館）

（水 戸）

（熊谷）

（東京銀座）

（神奈 川）

（名古屋）

（大 垣）

（京都）

（和歌 山）

（高 松）

（神 戸 東）

（下関｀）

（福岡西）

（別府）

（大 阪）

（大阪南）

（大阪 北）

（大阪）

c
 

堺 ）
 

（大阪）

（大阪北）

（大阪南）

（大阪）

闘R.1.第366区ガバナー

井 関 久 楠 （和歌山）
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璽クラブサービス部門

総括担当 塚本

※地区資金委員会

垂

大

古

゜
井

渕

JI I 

※地区指名委員会

塚

原

平

堀

井

゜ 本

田

沢

内

関

。箕

草 田

阪之上

脇 阪

松野

田

義隆

※広報委員会

。八反田

薗 村

藤 本

清之助

甲子郎

進

義

秀

久

隆

雄

輿

清

楠

m会員拡大職業分類委員会

衛兵

貫

源

健

栄

文

治

角一郎

嘉八郎

博

※ロータリーの友地区委員

今 井 白じ
i

沿目 雄

※ロータリーの友専門委員

原

覆職業奉仕部門

富

長

美

゜

。森

大

中

久

谷

馬

開社会奉仕部門

力

林

隆

清

松

平

寿五郎

正蔵

忠夫

（大

（和歌山）

（大 阪）

（大阪北）

（大 阪）

（大 阪 北）

（京都 東）

（京 都）

（和歌山）

原

元

（大阪 西）

（橋本）

（ 靡 ）

（大阪淀川）

（池 田）

※青少年活動委員会

竹

松

中

゜ 中

本

西

泰

良

三

進

二

（大阪 北）

（和歌山東）

（大 阪）

（大

阪）

阪）

（大阪北）

（大 阪）

（和歌山南）

（大 阪 北）

（大 阪南）

（豊 中）

（大 阪東）

米ローターアクト委員会

。古

紹

水

総括担当

世

菱

浜

矢

吉

゜

。岡

坂

梅

松

藤

井

小

鏡

゜

総括担当

安

金

本

子

市

田

川

璽国際奉仕部門

原田

松

仁

実

長兵衛

孝

秀 雄

※世界社会奉仕委員会

。原

吉 田

長谷川

児山

尾 形

田

※青少年交換歓待委員会

（和 歌山）

（大 阪 南）

（大阪天満橋）

戸

川

本

倉

川

田

村

冨拡大部門

島

沢

上

野

山

塚本

秀

善

圭

繁

。小 中

峯 村

野 田

須賀川

吉 村

夫

和 夫

吉世輔

吉治郎

信蔵

※シドニー大会行委員会

道

勝

清

元

寺

松

璽ロータリー財団部門

隆

郎

雄

豊

吾

佑

之

固

郎

栄

義 隆

（和歌山東）

（大 阪）

（大 阪 北）

（有 田）

（大 阪）

（大 阪北）

（大 阪北）

（和歌山東）

（八 尾）

（河内長野）

（堺）

（大 阪 南）

（和 歌 山）

（高槻）

（貝 塚）

（大阪淀川）

（和歌山東）
-/ 

（大 阪）

（大阪住吉）

璽

雄

猛

裕

樹

（大阪）

（和 歌 山）

（大 阪北）

（田辺）

（枚 方）

（大 阪）

※財団奨学会委員会

義

英

三

太

栄

美

薫

郎

郎

吉

（和歌山）

（大阪東）

（茨 木）

（大 阪南）

（蠍 中南）

※ィンターアクト委員会 ※研究グループ交換委員会

r~• 
0 "' 
,_, 本 章 （堺 南） 。奥 オ寸 竜 （大 阪 北）
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広田善八 （和 歌山） 大会副委員長 冬野広楠（海南）

佐多直康 （大 阪） 幹 事 林 喜兵衛（海南）

尾形繁之 （ 堺 ） フ゜ログラム委員長 田 村 欽 吾 （ 海 南）

※財団推進委員会
S. A. A. JI[ 口秀夫（海 南）

。若月 春雄 （和歌山南）
◎地 区 幹 事

磯野 巌 （ 堺 ） 。 中 村 広 男 （和歌山東）

百々貞雄 （大 阪東） 勝本信夫 （和 歌 山）

※財団学友委員会
垂井芳太郎 （和 歌 山）

山崎 城 （和 歌 山）
。 奈艮 伝 （大 阪）

雑 賀 孝 夫 （和 歌山）

浜 光治 （和 歌 山）
田村歓弘 （和歌山）

古 谷 庄太郎 （大 阪西）
藤 沢 元 雄 （和 歌 山）

◎地区大会 (1970~71)委員会 ◎地区会計

大 会委 員 長 玉置 勇 （海南） 山中 静 （和歌山南）

主なるクラプ年中行事ならびに幹事報告送金等主要事務 年間カレンダー

(1970年7月~1971年6月）

月 日］ 事 項 報 告 先 送 金 先

1970年

7月 1日

（前期）

1月 1日

（後期）

: 1. 半期報告 (SemiAnnual Report) 

!I - ・一． 一

I 3, 「ロータリアン」 (The Rotarian) 

:I 購読数報告
,1 1部につき ¥540(1弗50)(半年分）

I 4. ロータリー財団への寄付 1弗寄付
¥360 (1年分）（これは 7月 1日の

I み 、 但し随時 • 特別寄付可）
1 新入会員の10弗の零付は入会の際¥3.600

'I 5. ロータリー米山記念奨学会への寄付

（会員 1人、 半年分 ¥500)

。R.I. 中央事務局
。（写）ガバナー

z. 人 頭分担金 (perC面pitaDues) 
1人当り ;,,,1a1 , 440 C 4弗）（半年分）
（中途人会者はをの半期間造加送金
は不嬰）

'i 
1 9 71年 1

I 

： 

6. 「ロータリ ーの友」購読数報告
1人当り（半年分） ¥660

（雑読を受取った 月よ り起算、月割 1
部¥110の計節にて払込まれること）

7. 地区資金 (DistrictFunds) 
会員（名誉会員を除く） 1人あたり
（半牛分） J¥:f_800 ただし中途入会者
および新クフブ設立の場合、その半
年間は追加送合不要。

8. ガバナー月信（写）購読数報告

I 1人当り（半年分） ¥180

: g. ボーイ スカウト （世界ジャンボリ ー
大会）協力金

1j 1人当り（半年分） ¥500

; 1 o. 地区大会分担金
（これは 1月1日のみ）

I (1名当り） ¥2.000 

o R. I . 中央事務局

。（写）東京都千代田区有楽
町1-12

三井銀行本店内 -w100 

国際 ロータリー在日財務
代行者（フ ィスカ）レ・エ
イジエント ）

佐藤喜一郎氏

。三井銀行本店内（又は三

菱銀行本店内）

匡際 ロータリー在日財務

代行者 （フィスカル・エ

イジエント）

佐藤喜一郎□座

。（写）ガバナー
I 

0 東京都千代田区有楽町1―i。1. 三井銀行京橋支店左記―
4 月山ビル 茜100 口座
財団法人ロ ータリー米山 。2.振替口座東京51817
記念奨学会 。3.左記へ現金書留

0 東京都千代田区丸ノ内3-
4日石ビル 7階茜100 c三井銀行丸ノ内支店

「ロータリーの友」編集
「ロータリーの友」編集

事務所
事務所口座

茜 640-91

和歌山局私書箱 5号

ガバナー事務所内

地区資金委員

苺 640

和歌山市本町 1丁目

紀陽銀行本店

国際ロータ リー 第366区

地区資金委員

亜井清之助口座
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8月10月81日7～日 近接都市ク ラブ連合討論会 (IntercityGeneral Forum) 時期および場所・塚本ガバナー月信
5月 1日第11号参照

9月131日9~EI1 I 世界理解週間 (WorldUnderstanding Week) 

10月111日7"～ 青少年活勅週問 (Yo"th,cH,cHes Week) 

11月152日1～日 ロータリ ー財団週間 (RotaryFoundation Week) 

1月24日～ ロータリー雑誌週間 (Rotary'sMagazine Week) 
30日

2月23日 ロータリー創立記念日 (Anniversaryof Rotary) 

6日 ホス ト 海南R.C.
- . I 

5月月下旬～ 次年度会長 ・幹事 ・決定報告 （公式名簿記載資料提出） 1 。R.I. 中央事務局(A)I 
4 上旬 。（写）ガバナ ー (B)

4 月 匡l際大会出席代表信任状 Credentialof Convention) Iガバナー（又は大会出席者） L

5月-1-6-2日0-～ 日 ; 国際大会 (InternationalConvention) オーストリア、シ ドニー市にてI 

I ＇ 1971-12年度地区協議会 (DistrntAssembly) 

適 当 の

クラブ討論会 (Forumon Club Level) (4大奉仕部門別に年4回開催）

時期

クラブ協議会 (ClubAssembly) (年5回以上開催）

I 

毎 月 1I 出席率報告（翌月100までに必芍するよう注意m ＇ ガ バナ ー 事務所
I 

その都良 新入会者、 退会者、その他変更 0 R. I. 中央事務所局（英文）
。ガバナー事務 （和文）

⑯ R. I. 中央事務局

⑮文 献 注文先

Rotary International 1600 Ridge Avenue, Evanston, Illinois, 60201, U. S .A 

邦文 （東京都千代出区丸ノ内3丁目 4 日石ビ）レ 4階 国際 ロータリ ー文献事務所）

電話東京 (212)4981 
英文 (R. I . 中央事務局）
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国際ロ ータ リー 第366区ロータリークラプ一覧表

クラプ名 例会日 例 会 場 事 務 所 会 長 幹 事

A

D

G

H

 

K 

M 

N

o
 

s
 

T
 

w 

Y
 

有田

大東

御坊

栢本

東 大 阪

枚方

枚岡

茨木

池田

和泉

泉大津

泉 佐野

門真

海南

貝塚

河内長野

岸和田

粉河

松原

箕面

守口

那智勝浦

寝屋 川

大阪

大阪東

大阪阪南

大阪城南

大阪 北

大阪西北

大 阪南

大阪西南

大阪住吉

大阪天満橋

大阪西

大阪淀川

大阪柏原

堺

堺南

堺東 南

新宮

白浜

吹田

高石

高槻

田辺

富田林

豊中

豊中南

和歌山

和歌山東

和歌山南

八尾

丸万食堂 3階

三洋電檄健康保険会館

紀州信用金庫本店

幸福相互銀行柄本支店 2階

東大阪商工会議所

枚方信用金庫本店

石切五洲閣 ， 

茨木商工会議所4階

池田銀行本店

住友銀行和泉支店

大和銀行泉大津支店

泉州銀行泉佐野支店

松下電工本社会議室

和歌山相互銀行海南支店

貝塚市立産業会館

河内長野商工会館

泉州銀行本店

幸福相互鉗行粉河支店

松原市商工会館

箕面観光ホテル

三洋電楓健康保険会館

那智肪浦町観兄会館

大和銀行寝屋川支店

新大阪ホテル 4階

大阪コクサイホテル

大阪都ホテル 4階

上本町近鉄百貨店

阪急百貨店

フアミリー会館2階

高島屋 5階ホワイトロ ーズ

大阪ロイ ヤルホテル

近鉄百貨店阿倍野店 6階集会室

松坂屋大阪店 8階社交室

阪神百貨店 7階グ リーン）レーム

阪神百貨店 7階グリーン）レーム

レストラン ニュー柏原

堺商工会議所会館 5階

堺商工会議所会館 5階

北野田ボール

三和銀行新宮支店

雁風荘内

摂津信用金庫片山支店

新 果洋

高槻商工会議所 2階ホール

紀陽銀行田辺支店

PLカントリー倶楽部

三和銀行豊中支店

三和銀行盟中支店

県経済センタ ー6階

県経済セ ンター 6階

県経済センター 6階

八尾商工会議所会館

有田川木材協同組合 松尾晴夫

東大阪市長栄寺1の27 閤野敬重

紀州信用金庫本店4階 北 野 栄 一

橋本商工会議所 中村岩夫

左に同じ 福本清

枚方寝屋川商工会譲所倉内勇吉

福徳相互銀行枚岡支店岡 利夫

荻木商工会議所 3階 高木美喜次

左に同じ 築山義雄

泉州銀行和泉府中支店森田菊三郎

商工会館 藤原喜代楠

左に同 じ 矢野秀治

松下雷エ（叫 丹羽正治

海南商工会議所 玉置圭四郎

左に同じ 鹿島延雄

左に同じ 中西 時男

左に同じ 薮定雄

左に同じ 池田栄夫

左に同 じ 馬場伝次郎

左に同 じ 藤井豊

左に同 じ 三 国義雄

那智勝浦町勝浦490 金子 盈

枚方寝屋川商工会議所白共消一

新大阪ホテル 1階 菊池秋夫

左に同 じ 増田金一

羽侭一郎会計事務所内古 薮盛 三

上本町近鉄百貨店 6階田島政 之

左に同じ 吉村清三

フアミリ ー会館 6階 古市修次

高島屋本社 田 辺 五兵衛

左に同じ 岡碩平

近鉄百貨店阿倍野店内横山 敏雄

松坂屋大阪店秘書課内安元 年 彦

左に同 じ 小島清司

左紀同 じ 田渕三郎

左に同 じ 前川良雄

堺商工会議所会館 3階木川田正毅

堺商工会議所会館 5階 小 新忠興

大美野142管家敬祐様方大 塚 正

新宮商工会議所 脇村春 三

左に同じ 玉川雅 朗

左に同じ 友永信夫

羽衣42-13浅原隆三様方平岡静人

高槻脱工会議所 松本三郎

左に同 じ 炭本喜一郎

左に同 じ 西野茂三郎

左に同じ 西藤滋和

左に同 じ 岩崎茂雄

県経済センター 2階 西村正 二

県経済セ ンター 2階 小笠原紀三九

県経済センタ ー2階 紀 俊嗣

左に同じ 戸田 孝

レストラ ン都

三

敏

宏

介

和

嗣

雄

祥

三

市

一
郎

郎

弥

清

市

夫

雄

夫

雄

完

甫

次

治

雄

章

男

郎

男

郎

郎

男

男

清

信

雄

雄

哲

祐

朗

郎

治

三

雄

一
夫

潔

衛

弘

雄

男

裕

一
三

正

文

武

芳

慈

俊

万

卯

太

昭

芳

誠

茂

敏

文

満

竹

芳

宗

文

義

正

俊

一
森

三

康

幸

恭

正

達

幸

敬

―
麟

憲

降

秀

5
―

知

邦

正

光

雅

活

）

ロ

ロ

ロ

部

本

藤

身

藤

井

井

村

原

江

本

田

目

山

村

家

崎

川

井

原

井

木

橋

藤

井

部

田

畑

谷

汁
本

村

住

村

田

管

山

森

森

川

田

野

附

井

西

阪

国

川

宮

中

武

小

畠

杉

大

細

牛

角

田

藤

山

脇

池

一
柿

長

山

谷

東

樋

矢

杉

内

力

加

藤

白

木

石

堀

松

中

鎮

神

川

管

尾

褐

九

浅

堺

柏

南

小

加

向

服

野

山

木

火

金

木

水

火

木

水

土

水

金

木

木

水

火

金

水

水

火

木

水

金

金

金

木

火

金

水

火

火

水

金

土

月

金

月

木

月

木

水

土

木

火

木

木

木

火

木

火

木

金

水
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DISTRICT 366 : GOVERNOR'S 

◎ '3nlhlり ふeller

第366区ガパナー

チI社］え伯
区内各会長及こ’、I袢']-;:殿あズ

月 信（写）

GOVERNOR: HISAGUSU ISEKI 

OFFICE: 和歌山巾西汀「 内田ビ）レ 3階

Uchita Bldg_, Nishi-Migiwacho, Wakayama-shi 

ADDRESS: P.O. BOX 5、WAKAYAMA

和歌山局私内箱 5号 640-91 

TELEPHONE: 0734-22-0 8 4 7 

CABLE ADDRESS: INTEROTARY WAKAYAMA 

第 2号 （昭和45年 8月 1日 発行） 妬:2 August 1, 1 9 7 0 

隔りを取り除こう
l (1970年7月1日付ウォーク R.I. 会長のメッセージ）

親愛なる同僚ロータリアン諸君：

昨年私と おなじく 、皆さんも一人残らずご覧に

なった写真は、私をたいへん驚嘆させました。

それは大気圏外からある天体を撮影したもので

着実に、静かに軌道の上を進む、見事に着色さ

れた天体で、それは申すまでもなく我々の住む

地球でありました。人間と我々を取りまく遊星

とは沈黙をつづけ荒涼として見えますが、我々

の地球は緑に輝き、 生気に満ちて動いていま

す。しかし或る人は「それはいつまで続くもの

か？」と疑っております。

この探究的質問に対しては、我々が今年度及

び今後10年間に行なう決定の如何によって、そ

の解答が与えられるでありましょう。 一部の人

々は終ったばかりの10年を「無意味な60年代」

と評しました。同じ歴史学者はこれから始まる

10年を「意義深い70年代」と呼んでおります。

私はこの予言の的中することを心から祈ってお

ります。

私は、現代の世界の人々並にこの70年代に最

も必要なことは、人々が共存の道を学ぶことで

あると信じます。 1970年代の課題を理解すると

いうことは、70年代の人々ー一黒色、褐色、赤

色、黄色、白色等、すべての国々の人々並に彼

らの問顆を理解するこ とであります。これは共

存の道を学ぶという課題に対する基本条件であ

ります。我々は他の人々と通信することだけに

止めず、お互いに理解し合うことを学ばなけれ

ばな りません。
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世界中の新聞雑誌は、我々の社会に存在する

多くの 「ギャッフ゜」をこぞっ て非難します。そ

の若干をあげてみても、 経済上のギャップ（格

差）、意思疎通のギャップ（欠如）、人種間のギ

ャップ （障壁）、世代間のギャップ （断層）、生

活環境のギャップ （不均衡）、道徳上のギャッ

プ （欠陥）、 技術上のギャップ （優劣） を云々

します。

宇宙探険にあれほ どの偉業を成し遂げた人間

が、お互いのために「隔りを取り除こう」とす

る手段の探究に同様な時間と精力とを傾注しな

かったことは誠に残念なことであります。

皆さんの地域社会も私のそれも、絶えず拡大

する諸問題に直面しています。持てる者と持た

ざる者との拡がりつつある格差、激しい人種差

別、市場での偽!I紺行為、屑と塵埃による土地の

荒廃、河川、湖水、海洋の汚濁及び空気の汚染

は今なお実在している問題であります。地球上

には、援助と理解を強く求めている35億の人間

の憎悪と恐怖があります。世界は永い間人間の

基本的必要事項を無視して来まし た。ロ ータリ

アン はこれらの環境問題の研究にもっと多く の

時間を費し、そし てその解決に助力しなければ

なりません。

いわゆるギャッ プ なるものは何れも人間が作

ったものであります。 人間は人間がひき起した

問題の解決策を見出し うる筈であります。しか

し誰かが隔りを取り除 くための媒体の役を果さ

なければなりません。もしロータリー・ クラ プ

を検討の場として、各会員が問題を深く 研究し

ロータリアン に受け入れられる解決策を見出す

ならば、ロータリアンは隔りを取り除くこ とが

できます。ロ ータリアンは新時代に対する理解

と認識とを持たねばな りません。我々は、クラ

ブ、社会、取業並に国際奉仕の諸計画を推進す

るために一層努力しなければなりません。今年

度は、国際関係を改善する ための手段として、

我々は世界社会奉仕に一層重点をおかなければ

なりません。ロータリ ー精神の枠の中で、偲人

としての奉（士の新たな実現が計られるべきであ

ります。

胃 ロータリアンは如何にして助力し得る

か？

人と人との間の隔りを取り除くこと

(Bridge the gaps between people.) 

1. 世代間の断隠即ち若者と成人、並びに年長市

民と青年市民の間の隔りは、青少年団体、眠

業相談会及び地域社会フ゜ログラムを支援して

老年者の問題及び今日の青年が当面する問題

の緩和に助力するこ とによって、取り除くこ

とができます。

The generation gap between young 

people a叩 adults, between semor 

citizens and their juniors, can be 

bridged through support of youth 

organizations, career conferences 

and community programs to help 

ease the lot of the elderly and the 

problems facing today's youth. 

2. 人種間の障壁は、情報の伝達法の改善と、時、

所を問わぬ頑迷さを克服することによって、

取 り除くことができます。

The racial gap can be bridged 

through improving communication 

and fighting bigotry wherever it 

may exist. 

3. 一部の人々を飢餓、住宅不足、医療の欠乏叉

は皆無によ って苦しめている経済上の格差は
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失業者に対する聡業教育、小企業の援助及び

新事業の地域社会への誘致によっ て、 取り除

くことができます。

The economic gap that now leaves 

some human beings with hunger, 

inadequate housing, little or no 

medical care, can be bridged 

through job training programs for 

the unemployed and uneducated, 

help to small-businessmen, and the 

attraction of new businesses to the 

community. 

4. 事業並びに専門的取業における道徳上の欠陥

は、技能に誇りを持つよう奨励し、聡業関係

に「4つのテスト」を実践し、同業組合及び

その倫理要綱を支持し、消費者対小売業者、

製造業者対供給業者、並びに雇主対使用人の

関係を改善することによって、是正すること

ができます。

The ethical gap in business and 

professions can be bridged through 

encouraging pride in workmanship, 

practicing The Four-Way Test in 

your business relations, supporting 

your trade association and its code 

of ethics, and through improving 

relations between consumers and 

retailers, manuf~cturers and suppl-

iers, and employers and employees. 

鱈諸国問の隔りを取り除くこと

(Bridge the gaps between nations.) 

1. 開発国と開発途上の国との間にある経済上の

格差、技術分野における若者たちの教育フ゜ロ

グラム、世界社会奉仕、技術援助プ0 グラム

及び小企業相談所プ ログラムによって、取り

除くことができます。

The economic gap between develo-

ped and developing countries can 

be bridged through educational 

programs for young men in techn-

ical fields, world community service 

and programs of technical assistan-

ce and the small-business clinic. 

2. 諸国民間の意思疎通の欠如は、青少年交換、

ロータリ ー財団の支援並びに通信の交換によ

って補 うこ とができます。

The communication gap between 

all peoples can be bridged through 

youth exchange, support of The 

Rotary Foundation and exchange of 

information and correspondence by 

Rotary clubs and their members. 

麗人とその生活環境の不均衡を是正する

こと
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(Bridge the gaps between man and 

his environment.) 

生活環境の不均衡は、あなたの地域社会及び

国に清浄な水と空気とを求めて、均衡の とれた

本来の生活環境を取り戻 し維持するように貢献

する識者を育成する、教育的及び行動的プ ログ

ラムによって、是正することができます。

The environmental gap can be brid・ 

ged through educational and action 

programs which create an enlightened 

people working for clean air and 

clean water and working to restore 

and then maintain the natural ecolo・ 

gical balance in your community and 

your country. 



ロータリーは、これ らの隔り並びに人間の生

活環境の問題を理解するための鍵となり得るの

であります。各ロ ータリ ークラブは、これらの

問題の徹底的自由討議の場となることができま

す。

Rotary can be a key to understanding 

of these "gaps" and also man's other 

environmental problems. The individ-

ual Rotary club can become a forum 

for a complete and open discussion 

of all these problems. 

私は本1970~71ロータリ ー年度において、 諸

君に次の 2項目の実行を切望いたす次第であり

ます。 ‘ 

1. これらの問題を貴下並びに貴地域社会の状況

に照して検討すること。

I urge you, in this Rotary year 

1970-71, to : 

Investigate these problems as they 

apply to you and your community; 

and 

2. 隔りを取り除く ために、我々の社会に設置 さ

れている機関を支持すること、もしこのよ う

な機関が存在 しない場合には、貴下が率先 し

て社会を啓発 し、 情報を提供 し、 問題に対す

る解答を見出してその解決に助力し、かく し

て隔りを取り除 くこと。

Support agencies designed to bridge 

the gaps in our societies. If such 

agencies do not exist, take the 

leadership yourself to enlighten, 

inform, help find the answers and 

then help solve these problems, and 

then BRIDGE THE GAPS. 

これら全人類の緊急問題の解決に貢献する た

めに、個々のロ ータリアンとして、 又同僚ロ ー

タリアンと協力 して、貴下としては何をなさ る

おつもりですか ？ 敬具

圃第1回合同地区委員会開催

7月4日（土）午前11時から大阪 ・新大阪ホ

テルにおいて井関ガバナー司会のもとに本年度

初の合同地区委員会が開催され、53名の多数の

委員の方々、北沢パストガバナー初め各パス l

ガバナーも御出席下され色々と御指示を賜り 、

活溌な討議がなされました。本年は各委員一堂

に会して議事が進められ、ガバナーの挨拶後塚

本直前ガバナーから直前ガバナー会合における

参考事項の説明がありました。

日本でロ ータリ ーが出来て50年になりますの

で、50年記念事業を計画いたしております。

叉ロータリーの状況については

（イ） 日本の地区の改編は、355区を新潟と群馬

・茨城と栃木の 2つに、東北は・3;つに分けて

地区の分割は終り とする。

（口） 万国博例会場の報告

3'ケ月間、76回開催、12,702名 Cl日平均167

人）主催RCが7,100名 (93人）国内'4,531名

(60人）海外から 1,012名 04人）

い） 札幌オ リンヒ°ックには全国の ロー タリーク

ラブで聖火台を寄付したい。

（二） 世界ヽジャンボリーが 日本で初めて開催され

るので、既に各クラプにお願いして御寄付願

っているが、全国のRCで 4,100万円集まる

予定であり 、2げ万人収容の大テントを寄付 し

たし:,0

（ホ） RCも L000 クラブを突破して、 6~月16日

現在1,012クラプであり、亀岡クラプがL000 

番目の クラブである。

（へ） シドニ一国際大会について
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9月30日迄に申込む。 日本交通公社、富士海

外旅行社が事務手続を代行 して くれます。

（卜） R. I. の決議につき説明等があり午前中の

会議を終了。

午後は各委員会の代表から本年度の計画 ・予

算、今後の方針等について詳細に報告され、又

過去の委員会活動に対する反省事項等について

も活溌な論議が交わされました。各委員会の計

画、方針等については月信に逐次発表して参り

たいと存じます。

〇青少年活動委員会の報告について

委員長、竹中泰三君から報告が来ております

が、青少年活動週間も近づいておりますので、

次に掲載いたします。

本年度の地区内各RCの青少年に対する奉仕

活動は、各RCの地域社会のボーイスカウトに

対し、全面的に協力援助することを、重点的目

標にいたしたいと思います。

ロータリアンの「奉仕の理想」に徹する精神

と、ボーイスカウト運動の基本精神とは、誠に

相通ずるものがあり 、国際ロ ータリ ー中央事務

局からの通達事項の中にも、青少年奉仕委員会

の活動指導の 1つとして、ボーイスカウト運動

に対する援助という 1項目が、かかげられてい

ることは、御承知のとおりです。

しか しながら、本年度は特に、その援助を物

心ともに、強力に実施いたし たいと考えるのは

ボーイスカウ トの世界ジャンボリーが1971年に

はじめて、日本で開催されることであります。

このことは、かつての東京オ リンビックの開催

にもまさるとも劣らぬ、国際親善上まことに有

意義な世紀の一大行事であります。

世界のロータリアンが共に 1つの輪になる如

く、世界各国から集って来たボーイスカウト達

が、相互に手をつなぎ、その訓練を通じて国際

親善の実をあげうるよ う私達は協力をいたした

いのであります。

御承知のとおり 、青少年に対する奉仕活動は

本質的には社会奉仕委員会に属するものであり

ますので、この奉仕をより効果的にするために

は、特に一方通行的な奉仕の仕方ではな く、常

に相手のニー ドを把握し ていただくよう 、御努

力願いたいと考えます。

そのためには、ボーイスカウト運動の実際の

活動振りを御覧いただく機会を持っていただ＜

ことと、精神的な理解の上に立った、経済的援

助であることが、望ま しいと思います。

各クラブの具体的な行事といたしま しては、

先づ第ーに、ボーイスカウト運動にたずさわっ

ている指導者の方々を、例会に招待し、ある い

はスカウトの子供達とともに話し合い、かれら

に対しても、ロータリーを理解させる必要があ

ると考えます。

ロータリアン とボー イスカウ トの子供達との

双方の理解を深めることが、将来かれらの中か

ら、立派な インタ ーアクトや ロー タアク トのメ

ンバーが生れでることを信じると同時に、RI

会長の メッセー ジの Bridgethe Gapsのとお

り、大人と青少年の間のギヤッ プをなくする た

めに、ボーイスカウトの子供達が、必ず役立つ

ことを、私は信じてやみません。 ・

各クラプにおかれま しては、是非とも、本年

度はポ‘ーイス カウト 運動に対し、物心とも に援

助協力する方針に御賛同下さいますよ うお願い

いた します。

④研究グループ交換委員会の報告に

ついて

7月4日、合同地区委員会において委員長、

奥村龍三君から次のような報告がありま した。

(1) 昨年度中に西豪州からの G.S. E. Tの歓
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迎ならびに研究指導に特別の配應と協力をさ

れたことに感謝いたします。

(2) 本年度は、当方から、西豪州に送ることで

あるから、先ず各クラブにこの計画を徹底す

るよう 、啓蒙運動をいたしたい。

(3) 委員会の計画としては、

7月中 に、地区合同打合会

8月中に、募集要項の決定

9月、 10月中に、各クラブにて応募者のしめ

切り

11月中 に、団員、団長の決定

1月中に、オリエンテーシ ョン開始

3月18日、出発

5月18日、帰着 （但し、シドニーにてのロー

タリー世界大会に出席のこと）

④ローターアクト委員会の報告について

委員長、古市実君から次のような報告が参っ

ておりますので、以下にその要領を記載いた し

キーa:. 9。

(1) ローターアクト 、クラブ結成の推進

現在の 6クラプ（大阪北、大阪、守口、大阪

南、有田、和歌山）を10クラブに拡大するよ

う努力する。

(2) ローターアクト 、クラブの活動意義を各ク

ラブを通じてロータリアンに徹底する。

(3) ローターアクト 、クラブの活動基本方針の

検討。

(4) 地区協議会は、 365区と合同で開催するよ

うにしたい。

①財団推進委員会の報告について

委員長、若月春雄君から、次のような報告が

参っ ておりますので、ご紹介いたします。

(1) 今年度は、日本ロ ータリ ー50周年の記念す
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べき年であるから、 366地区の会員は 1人当

り5~10ドルの寄付をしたい。

(2) 近来ボールハリス、準ボールハリス賞の寄

付が、漸次多くなったことは喜ばしい。でき

るだけ大口の寄付は歓迎するが、あまり個人

の見栄や競争心にわたらぬよ う留意する必要

もある。

(3) 各クラブ毎に例年財団へいろいろの心組み

で寄付をされているが、案外、孫の出産祝い

に財団へという額も担当あるという一例を申

述べておきたい。

(4) 分割以前の365区は、 200%地区であった。

366区になっても、新設クラブは創立時100%

になっている上に、さらに認承状伝達式の時

1名当り10卜,'Jレの寄附を願って、200%地区

を下廻らないようにいたしたい。

,,.., ... -
園職業分類調査と職業分類充填、未充填

一覧表作成について

都市の発胴、産業梢造の変化、技術革新に伴

う新眠業の出現など眩業分類は大変に変動いた

しております。地区協議会会長部会でも申上げ

たとお り8月末日迄に各クラブの取業分類表（

充填、未充填）を作成願いたいと思います。地

区協議会の際お渡ししました、 「ロ ータリー聡

業分類対訳表」により 8月末日迄に作成顧いた

いと思います。こ の表を作成することにより 、

その地域の新しい聡業を発見でき、また新しい

会員も獲得する ことができることになります。

これについては聡業分類委員会にお奨めするよ

うに願い ます。



圃会員の増加について

前号のガバナ一月信の就任ごあいさつの中で

7月中に 1クラブ 1名宛、会長の責任において

新会員をふやすようお願いいたしま したが、も

し7月中にこのことが実現されていなければ、

8月中に、是非とも 1名の新入会員をふやして

いただくよう、重ねてお願いいたします。

直ロータリー日本50周年について

三井銀行常務取締役米山梅吉さんが、前に渡

米の際ロ ータリークラプの会合に出席され、大

いに心を動かされ、三井棉花の社長福島喜三郎

さんがアメ リカ のテキサス州ダラスの ロータリ

ークラプの会員となり帰国されてから協力を得

て東京に初めて誕生したのが1920年10月20日で

あります。それで本年10月20日を50周年記念日
t;;~ 巽ゴ
といたすことに決定いたしました。そこで

(1) 50周年記念誌編さん発行

500ページ位、価格 2,000円位

71年 4月頃完成、 全会員購入

(2) 資料室開設、東京都有楽町

各RC資料寄贈方依穎

(3) 式典

東京RCは10月20日開催

各RCはその前後に記念例会開催

[i]R. I . ウォーク会長の来日について

R.I. 会長 BillWalkさんが8月18日（火）

万国博例会 （主催、枚方RC、寝屋川RC)へ

出席され、更に翌19日（水）京都クラプの歓迎

例会へ出席されますので、多数御出席をお願い

いたします。
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直近づく特別週間行事について

ロータリ ーの重要なフ゜ログラムを強調するた

め、各クラブは、特別週間行事として、例会プ

ログラムその他適切な行事を計画するよ う、各

委員会委員長さ んの注意を喚起 して下さい。

◎世界理解週間 (WorldUnderstanding 

Week) 

9月13日から19日まで

◎青少年活動週間 (YouthActivities Week) 

10月11日から17日まで

◎ロ ータリー財団週間 (RotaryFoundation 

Week) 

11月15日から21日まで

◎雑誌週間 (MagazineWeek) 

1月24日から30日まで

.. ,,s嘔饂皐

直訂正事項

ガバナー月信第 1号中、下記事項を謹んで訂

正申し上げます。

。5ページ右側、上から14行目

355区ガバナーのお名前は、 岡崎藤麿と訂正

いたします。

。6ページ左側、上から15行目

草田源兵衛 （橋本）を、木村茂（橋本）と訂

正いたします。

。6ページ左側、下から 7行目

中元忠夫は、中許忠夫の誤りですから、訂正

いたします。

。7ページ、年間カレンダー中

ロータリー米山記念奨学会の振替口座番号は

東京41817と御訂正下さい。

。9ページ、第 366区ロー タリ ークラブ一覧表

中、下から17行目

大阪柏原、幹事のお名前を、堀川繁利に御訂

正下さい。



直ガバナー公式訪問および I.C.G.F. ◎変更について

予定日取（その 2) 8月19日（水）東大阪の公式訪問は、ウオー ク

◎ 9月 1日（火） 豊中
会長の来日歓迎のため取りやめます、新しい

2日 （水） 八尾
日取は、追って発表させていただきます。

3日 （木） 和歌山東 ◎公式訪問の時間割その他

5日（土） I.C.G.F. 高石 3組
10 : 45~12 .. 00 会長 ・幹事との懇談

8日 （火） 貝塚 12 : 30~13 : 30 クラブ例会に出席

10日（木） 大阪東 13 : 45~16 : 00 クラブ協議会に出席

11日（金） 河内長野 夕食のご招待は勝手ながらご辞退させていた

16日 （水） 和泉 だきます。

17日 （木） 高槻 夕刻に例会を開催するクラ ブは、 3: 00より ’ 
19日 （土） I.C.G.F. 吹田 4組 会長、幹事との懇談、続いてクラブ協議会出

22日（火） 枚方 席、そのあとで例会に出席いたします。

24日（木） 豊中南

25日（金） 大阪淀川

30日 （水） 茨木 圏ペルーとトルコの震災 に救援の

◎ 10月 1日 （木） 堺 アドレス

2日 （金） 大阪住吉

3日 （土） I.C.G.F. 枚岡 5組
◎ペルーのパストガバナーのアドレス

Luis V. Altuna 
7日 （水） 岸和田

8日 （木） 有田
Apdo, 174, Piura, Piura, Peru 

9日（金） 泉大津
◎ トルコでは、2小学校々舎が倒壊し、再建を

計画しています。
13日（火） 高石

アンカラ RCのアドレス
14日 （水） 大阪北

15日（木） 泉佐野
The Rotary Club of Ankara 

Grand Ankara Hotel, Ankara, Turkey 
17日 （土） I. C. G. F. 松原 6組

20日（火） 大阪南

22日（木） 吹田 [j] 6月10日現在、世界中のRC及び

23日（金） 御坊 会員数について

26日 （月） 大阪西
RC数 14,312 

27日 （火） 和歌山
会員数 148ケ国、676,000名 （推定）

29日 （木） 枚岡
昨年 7月 1日以降の新クラブの数は、52ケ国で

30日（金） 大阪
474RCに達しました。

◎ 11月5日（木） 堺東南

9日（月） 大阪柏原

12日（木） 橋本
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I. C. G. F. 開催報告

（御坊 1組一紀南地方）

弟366地区第1組の I.C. G. F. は、8月8日、

御坊クラブの例会場紀州信用金庫本店ホールで

開かれました。 この日立秋とはいえ、むし暑い

天候でし たが、海南 (27名）、 有田 (27名）、 白

浜 (15名）、田辺 (26名）、那智勝浦 (15名）、

新宮 (16名）、御坊 (56名）、 それにオプザーバ

ーとして、和歌山東、和歌山南から 3名づつの

計187名の参加を見ました。

塚本ゼネラ）レ ・リーダーの御意向を体し、

のあるフォーラムとしたい、

ホ

ストの御坊クラブでは、簡素質実を旨 とし内容

I. C. G. F. のホ

ストクラブの会長として、勉強できる機会に恵

まれたこ とは生涯の幸であり 、思い出となるで

あろうとの、北野会長の挨拶がありましたが、

清楚な夏菊と百合の花をあしらった設営と外気

の残暑はさもあれ、ほどよく効いた冷房で室内

は清涼の感が満ちてい ました。来賓には尾形繁

之ガバナーノミニーを迎え、 部門別リ ーダーは

以下の各君でした。

(1) 

(2) 

(3) 

クラブサービス部門脇村孝三郎（田辺）

社会奉仕部門 （青少年奉仕を含む）

河合哲次郎 （有田）

国際奉仕部門 （ロータ リー財団を含む）

岩崎 正夫（新宮）

(4) 職業奉仕部門

討議を 4部門にしぼったのは、

(1) 

ことを考えよう、

川合

ダーの労作ともいうべき、

善ー （那智勝浦）

より多くの時間

をかけてより深く勉強するとの、ゼネラル リー

ダーの方針だからでした。

クラブサービス部門では、クラブの内部

に存する年令差、新旧別による隔りがあるとす

れば、クラブサービスの活動を通じてとり除く

とのテーマでした。脇村 リー

7月 1日現在の各ク

ラブ年令別、新旧別構成等についての状況を分

析 した資料についての解説がありま したが、

い参考となりました。年令差、新旧別の格差は

さほと強い影菩を、もっていないと思われます

が、ただメーキアップの率については、御坊な

ど若年組の方が若干よいとの報告があったのと

食事の好みについては、老若に多少の差がある

のではないかとの白浜クラフの意見で した。

次にロ ータリーの拡大強化について一ーは、

塚本 リーダーから 、静止は後退に通するとの師

意見が出され、クラブ新設を弛調されま した。

(2) 社会奉仕部門ては、公害問題！こ対する想

｀ 識と今後の対策について です。海外から日

木の現状を見る と、

との所見をもたれている 由、与える側、受：ナる

側及び行政当局と 3位 1体となって感清的にな

ることなく 、社会生活の向上と環境の調和を図

り、且つ推進されるよう努力する以外にないで

あろうとの判断です。

次に、青少年奉仕として、モラルの昂揚と 、

ロータ ーアクトの設立と運営

について討議されま した。モ ラ）レの問題は、大

インターアクト、

(3) 

ょ

日本は公害の実検場てあ る

人の側にも貴任があることだし、両アクト につ

いては、従来不振であった原因、今後振興させ

るについての溢路に、反省を求められました。

国際奉仕部門では、岩崎リーダーが、前

年につづき連続のお勤めで した。姉妹クラフと

の提携と接触はどうか、姉妹クラブをもたない

クラブは、今後如何に計画があるか等について

討議、塚本 リーダーから、韓国の姉妹クラブへ

ロータリーの友日本版の贈呈運動が提案されま

した。

また、研究グループの訪問については、各ク

ラブの接待や案内の親切が過ぎて、県下東端の

新宮ク ラブヘ来た頃は、グロッキー気味だとの

岩崎 リーダーの報告は、実感としてよく わかり

ました。接待や案内も 、ほとほ どにと考えるべ

きでし よう。
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次に、財団については、各クラブ及び各ロー

タリ アンの理解と協力を得て実績をあける以外

に策はないで しようし、世界社会奉仕について

は、今年は 9月15日を中軸とする「世界理解週

間」を各クラ ブとも盛り上けて、成果をあける

よう要望されました。

(4) 職業奉仕部門では、これは一般に難解な

部門とされているが、 「ロータリーの理想と友

愛」はよ りよ く読まれるべきであり 、職業はロ

ータリーそのものであるから、自分の職場を最

善のものとする自覚をもつべきであるとの助言

をいただきました。

公害問題に対してロータリアンとしては如何

にあるべきか ロータリアン経営の事業場に

おいて、誠意をもって公害の排除に当り非常な

効果を挙げている実例を、塚本リーターからお

話しがあり 、企業の責任と経営のバランス等む

つかしい問題です。

以上概略ですが、ガバナー就任以来最初のフ

ォーラムが、終始なごやかに親近感にあふれ、

しかも長時間熱心且つ真剣に研究討議され、成

果の上ったこ とを感銘深く存じます。終りに、

ホストの御坊クラブのフォ ーラ ム関係委員各位

の御労苦に、御礼の言葉を申し上げます。なお

次年度は、新宮クラブが引受けて下さることを

この機会にご報告申し上げておきます。

-3-

インターアクト訪韓記

パ ス ト ガ バ ナ ー 原 田 秀 雄

前年度に計画された旧 365区インターアクト

会員の韓国訪問も、無事一週間の旅を終えて、

去る 7月30日伊丹空港に帰着 した。

一行は16名で、参加クラブは 4校。

。団長原田秀雄パストガバナー

。堺市立工高インターアクト

顧問川端博夫、3年青木吉広

2年 中川進、2年新谷厚志

。大阪市立東高 インターアクト

顧問神木正治郎、3年稲村正英

3年江里口和博、2年篠前元男

。奈良市立一条高 インターアクト

顧問天野辰夫、3年西手清英

3年井上良美、3年筒井啓子

。京都市立西京商高 インターアクト

顧問今坂尚、.3年 松本康男

3年李順子

今回の訪韓は、一方的となったことは非常に残

念であったが、多くの人々の非常な好意により

予期以上の効果をおさ め、多くの友を得ること

ができたことは。将来20年30年先きの両国の親

交を深める上に、極めて大きな布石を投じ得た

ことと信じてやまない。

地区資金並びに各スポンサークラブの援助等

多額の経費を要したことについては、月信の紙

上を借りて、 厚く御礼を申し上げる次第であ

る。

以下、訪韓日記を記す。

7月24日（金）11. 00伊丹空港発の大韓航空

202便で、 塚本直前ガバナー、 古市地区ロ ータ

アクト委員長等、多数の見送りを受けて出発、

1時間半でソウル金浦空港着。同空港には、

375区呉善焼直前ガバナー、 ソウル南RCの金

鐘大 I.C. 委員長、同 I.C. の会員多数の心か



らの出迎えを受け、パレスホテルにおけるオリ

エンテーションの後、打ちそろってソウル市教

育委員会を訪問、これは日本と大いに異なり 大

きな権力を有するもので、韓国の I.C. 会員の

規律、礼儀の極めて正しい、頓もしい学生ぶり

の根源が、この委員会の厳しい教育方針にある

ことが強 く感じられた。続いて、徳寿宮美術館、

博物餡、北岳山のスカイウェー等と、厳しい韓

国の歴史、更に北鮮に直面する緊張の一端を見

学。 再び市内 に入り 、 韓ー館での歓迎宴に臨

む。ここでは更に、現ガバナー朴東奎氏の参加

を得たが、後で段々と判った事であるが、今回

の我々の旅行は、殆んどが呉善燥氏の細かい配

慮により 、行屈いた計画がなされており 、経費

等もできるだけ節約するよう 、各方面と交渉さ

れ、一同誠に感謝に たえなかったとこ ろであ

る。

7月25日 （土） 今日は、例会もないまま、再

び昨 日同様、呉氏以下全員、早朝よりホテルを

訪問、日本大使館、85年の歴史を誇る梨花女子

高、中央庁、景福宮、慶会楼、昌徳宮、ウォ ー

カーヒル等、訪問の後、呉直前ガバナー邸で、

同夫妻の心のこもった茶業の接待を受けた。本

日これらの各所訪問の途次、元李王家の方子殿

下をお訪ねしたことは、年配の人々には感無量

のものがあった。

7月26日 （日）再び早朝より韓国 I.C. 会員

の訪問を受けた。金鐘大氏も来訪され、各 I. 

c. 会員それぞれに連れ立って、町へ、或いは

金氏邸へ招待され、午后には、ホテルで、両国

I. c. のあり方についての討論会を催 したが、

これにも呉、金両氏の出席を得た。

7月27日 （月）例により 、呉、金両氏と I. 

c. 会員の来訪に始まり、打ちそろって半島ホ

テルの漢陽RCの例会に出席、趙東秀、呉善焼

両パス トガバナー、 朴東奎ガバナー等同席、そ

れぞれ会員の丁寧な紹介が行われた。

午后4時、ソウル発特急列車にて大邸へ。 7

時すぎ東大邸駅着、プラットフォ ームには黄竜

雲ガバナー、金鐘仁パストガバナー始め大邸市

内各RCの役員一同、 I.C. 会員多数が花輪を

持っ て盛大に出迎えており恐縮した。歓迎会に

臨んた後、 I.c. 会員は当地の I.C. 会員宅に

来韓以来始めて民泊することとなった。

7月28日（火） 朝、黄ガバナーの来訪を受け、

366区対 376区の姉妹地区締結文書の 署名交換

を行い 、一同と共に、大祁市長、金寿鶴氏を訪

問敬唸を表し、ここから更に立派な大学を望み

などして塵州へと 、できたばかりの高速道路を

通って、正午前塵州着。ここ に同地RC会員の

出迎えを受けた。慶州には、 I. C. はない。こ

こで会った人々の中で、慶州RCの会員呉絞哲

氏には、その後一方ならぬお世話になった。同

地で博物館、仏国寺、石仏、天文台等、極めて

古い遣跡に目を見張り 、夕方ホテルに到着。
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7月29日 （水） 今日は、釜山へ行く日である

が、釜山の金永詔パストガバナーとの連絡が悪

く、大変苦労 した。釜山へは列車では間に合わ

ない し、 軽い病人も出たため少しでも 早 くと思

い、前夜、深夜に及んで前記呉鎮哲氏をわすら

わして、バスを 1台入手、全員そろってこれに

より釜山へ向 った。釜山RCは当日海上例会の

日に当り 、漸 く尋ねあてたRC事務所も鍵がか

かり 、会議所の取り 計らいで、同副会長、王相

殷氏にお目にかかり 、親切に乗艇場までの案内

をしていただいた。ここで金永詔ペス トガバナ

一始め、RC会員 I.c. 会員の待ち うけ る哨戒

艇に乗り移り 、時間お くれの例会となった。

港内一巡後、艇を辞し、釜山の名門校、度南

高校を訪れ、同校の I.C. 会員と懇談。また同

夜の宿泊は、釜山RCで予定されていた ものを

都合で急ぎ変更するハプ ニングがあったが、こ

れは当方の希望を入れて努力していただいた、

王相殷氏の御好意によるものであ る。



7月30日（木）釜山RCの好意のバスで、両

園 I.C. 会員ともども空港に赴き、12.00発大

韓航空303便で、金永紹、恒根治釜山RC会長、

王相殷各氏等、多勢の見送りを受けて出発、

13.30予定通り伊丹着、 塚本直前ガバナー外多

数の出迎を うけて、解散した。

-:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
国際ロータリ ー 第366区

： I国際ロータリー 第376区 間 ；

~ の姉妹締結同意書
・..、............................................................................, 

国際ロータリ ー第366地区および同第376地区

は、両地区間に姉妹関係を結ぶことに同怠 し、

下記のとおり定める。

第 1条 （目的）両地区間および両地区内のロ

ータリ ークラブ相互間に、国際理解を促進し、

世界平和に寄与するために、諸活動を行なうこ

とを目的とする。

第2条 （活動内容）実行しやすい項目から着

手 し、 漸次活動を広め関係を深めるものとす

る。次ぎに活動内容の例を示す。

(A)地区およびクラブ刊行物 （ガバナー月信、

クラブ会穀、ロータリー雑誌、 会員名簿、そ

の他）、 クラブバナー、観光スラ イド、フィ

ルム、録音テープ、土産品などの交換。

(Bl両地区内の活動状況および消息を相互に通

報し、これらを地区またはクラブの刊行物に

掲載し紹介する。

(C)会員が、相手地区へ旅行の際は、なるべく

その地のロ ータリークラブに出席して知り合

いを広める。

(D)両地区内のロ ータリ ークラブ相互間に姉妹

関係を結ぶことを奨める。

(Elクラブ訪問の会員および家族には、観光そ

の他について可能な限りの便宜を与える。

(F)地区年次大会その他主要行事には、相手地
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区へ案内状を発して出席参加を奨める。但し

旅行費用なとは本人の負担とする。監色

(G)学生の訪問その他、双方の協議によって計

画する他の誌事項。

製3条 （他地区との関係）両地区および両地

区内のクラブは、本取り決めのほかに、他の地

『●'""
区および他地区内のクラブとの間に、姉妹関係

を持つことは自 由とする。 区

第4条re存続期間刃本取り決めの存続期間は

1970年7月 1日より1973年6月30日までの 3カ

年とする。期間満了後は、双方が存続を希望す

る時は、事前に書面をもっ て同意を表明する こ

とにより 、 さらに 3カ年延長する ことができ

る。

第 5条（発効）本取り決めは、韓国語および

日本国語をもって しるし、 1970年7月28日、大

邸市において国際ロ ータリー第 376地区カバナ

- Long Woon Whangおよび第366地区カバ

ナー井関久楠代理原田秀雄前ガバナーが、 署名

す ることにより発効する。 （両人署名）

各委員会より

④拡大部門委員会の報告について

委員長、松島清重君から次のよ うな報告が参

っておりますので、以下に掲載 します。

昨年度中、拡大の状況は、全国14地区では、

928クラフに、新設84クラブ、合計1,012クラブ

(6月16日現在）となっており 、旧365区の内、

新365区では、32クラブに、新設5クラブで、

計37クラブ、新366区では、 50クラブに、新設

3クラブて、 53クラブ、であ りま した。新年度

70-71年の予定は、少くとも 5クラブを、井関

ガバナーは御希望の由でありますが、委員会で

新し く計画の決定したものは、次のとおり です



大阪府。

(1) 大阪掘津（特別代表、吹田RC、細谷昌

夫君）

(2) 大阪心斉橋（特別代表、大阪RC、浅田

敏章君）

(3) 豊中クラブで準備中のもの、豊中西及び

豊中北。

(4) 儲クラブで 2、

(5) 藤井寺、羽曳野、河内、泉南、四条畷が

あります。

和歌山県。

和歌山北、串本、御坊周辺、があり ます。

〇職業奉仕委員会の報告について

委員長、冨久力松君から、次のよう な報告が

参っておりますから、こ紹介いたしま す。

昨年度、秦委員長のもとて、 「職業奉（土の勘

どころ」という40ページのパンフレット が刊行

され、よくまとまっているので、今年度は、し

いてやらなくてもよいとは思うが、経費が許さ

れるならば、次のようなことを考えている。

会員は、立派な天蹴をもった人ばかり で、こ

れがリードする会社には、それぞれ良い社訓、

社是、モット ーがあるはずである。各自 にはそ

のことを再認識してもらうために、他の者には

参考資料とするために、各会員各自の屈する ク

ラブを通じてそれを募集し、選考委員会を設け

て選考し、優秀なものを小冊子に印刷し、 記布

してはどうかと思っている。

④会員拡大職業分類委員会の報告に

ついて

7月 4日の地区合同委員会の後、委員長、箕

田貫一君から 次のような報告があり ましたので

次に掲載いたします。

1. 会員拡大の方針
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クラブの活動を強化するためには、会員の拡

大と質の向上をはからなければなりません。一

方、会員がクラブの活動に積極的に参加するこ

とは、地域社会のロ ータリーに対する関心を高

め、 会員の増加が一層容易にな ります。旧 365

区の昨年度の会員の動向は、期初クラブ数82、

会員数4,710人に対し 、本年5月末で、クラ フ数

85、会員数 5,152人で 442人 (9.396)の増加で

ありますが、新クラブ 3、会員数88人を差引く

と、純増354人 (7.5%)となっ ています。

本年度は、会旦増加の目標を、純培10%:こ醤

き、これが逹成に努力したい。

新会員の増加について

(1) 各クラブの職業分類、会員推薦及ひ会員

選考各委員会が、それぞれの役割を果すことは

もちろんでありますが、会員の拡大については

会員推薦委員会を中心として、全会員が新会員

の推薦につとめる。

(2) 居住所会員、シニャアクティブ会員及び

アディショナル正会員等の制度を活用する。

(3) 新会員の推薦にあた り

（イ） 人物本位とすること 。

回 クラブの平均年令を引き下けるためな

るべく若い人を。

バ 大都市と地方都市のクラブは、その会

員構成の内容が多少異 ると考えるか、

それぞれの地域の実情に応じて適当な

会員を物色すること。

(4) 新会員のクラブ同化について

（イ） 新会員は、速かに クラブに同化する た

め、入会前及び入会初期に、適切なロ

ータリ ー情報の教育につとめる。

（口） 入会後は、クラブの委員会委員に任命

するか、または、クラブの活動に参加

させる。

2. 職業分類について



都市の発展、産業構造の変化、技術革新に伴

う新職業の出現など、職業分類は流動している。

各ク ラブは、地域内の職業分類を調査検討して

適正な職業分類の設定と統一につとめる。 職業

分類については、全地区職業分類委員会におい

て編集された「ロ ータリ ー職業分類対訳表」を

参照すること。

〇財団学友委員会の報告について

委員長、奈良伝君からの報告を、次に掲載い

たします。

この学友とは、 ロータリ ーフェ ローであった

人を指し 、366区内に居住し、 または職場をも

つ学友のために1カらく委員会てある。委員は、

従来どおり 、地区大会にさいして、学友を招い

てもら うようその斡旋をする。別に、年 1回以

上学友会合を斡旋し、学友と ロータリーと の関

わりを深め、学友相互の友好を進める。

現在、該当の学友は、下記の 6名である。

今田純子 0957年）

藤井 隆、星野千ー 0963年）

鞍智 匡章 0964年）

清水 光 (1966年）

川島良一 (1967年）

④青少年交換歓待委員会の報告について

委員長、世戸一夫君から次のような報告が参

っておりますのて、こ紹介いたします。

1. 69-70年の方針に従って交換計画を進め

る。

2. 対象地区は、649地区（イリノイ）、 587池区

（テキサス）、280地区（オーストラリア）、528

地区（カリフォ ルニア）、 その他ハワイ等も考

える。人数は、約12名とする。

3. 本年度も前年度と同様、 日本からの学生及

び外国からの学生に、小遣として 1人30,000
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円づつ支給する。

4. 年令は、原則と して高校生とし、 ロータリ

アンの子弟、またはクラブの推薦する学生と

する。

5. 期間は、夏期、短期が望ま しいが、クラブ

の希望により 、 1年間の交換もお世話する こ

とができる。

6. できる限り 、交換学生に、オリ エンテーシ／

ョンを行い、歓迎会、送別会、報告会を開き

交換フ゜ログラムが有効に行えるようにする。

7. 交換学生のために、オリエンテーションの

簡単なガイドブソクを作る。

④社会奉仕委員会の委員 3名追加委磯

社会奉仕委員会は、委員長、森パストガハナ

ーのほか、大原正蔵君、中許忠夫君の 2名でし

たが、次の 3名の方に、新しく委員を委嘱いた

しました。

播野林太郎 （ 探 ） 

黒田龍馬（大阪）

山本幸兵衛 （和歌山）

0"0n-To-Sydney" シドニー大会行委員

会報告とお知らせ （委員長岡 道固）

当地区 「シドニー大会行委員会」を、8月7日

（金）午前10時半から 、新大阪ホテル 2階ロビー

にて開催、種々協議いた しました。来年度の ン

ドニー大会は大へんな人気で、当地区からも多

数の参加者がある様子ですので、今までに解り

ましだ情報をお伝えいたします。

◎ヽンドニー大会日 本輸送委員会 （委員長 柏原

孫左衛門君）は、 日本交通公社並びに冨士海

外旅行株式会社の両社を、公式代理店に指定

し、この両社に 9月末日までに参加申込をさ

れた方々を、当該委員会がお世話します。期

限後の申込並びに他の方法による旅行での大



会参加は歓迎いたしますが、当該委員会での

お世話はいたしかねますとのことであります

◎冨土海外旅行社ては12コー スの策を立て、日

本交通公社では 9コースの案を立てて、すで

に皆様に御案内しておることと存じます。

◎その他、当地区内の会員向きに、大阪空港を

出発、帰着地とするいくつかのコ ースの立案

を、当委員会まで申し出ている旅行社もあり

ます。当委員会は、 これらも承認いたすこと

になりましたのて、いづれ当該旅行社から御

案内が参ることと存じます。

◎以上の諸 コースの内、適当のものを御選択の

上、ふる っての紐I!参加をお誘いいたします。

◎大会支配人、 M・ K・Tabb氏から、当委員

長への来信によ机は、シ ドニー大会での宿舎

の申込は、10月初めに大会支配人から 配布す

る「公式宿舎申込祖」によって、個人的にの

み受入れられ、詳細は郵送される公式申込書

に同封されます。その書類は、

Convention Manager 

Rotary International 

1600 Ridge A ve.,Evanston 

Illinois 60201, U.S.A. 

から得られます。宿舎の申込は先着順に取扱

われ、宿舎が確定すれば、できるだけ早く申

込者（囚人に、10月から開設される下記の「ロ

ータリー宿舎事務局」から通知されます。

Rotary Housing Bureau 

Box 475, G.P.0. 

Sydney, N.S.W. 2001, Australia 

◎個人で行かれる方、または公式指定の代理店

以外の旅行社から行かれる方は、上述の宿舎

申込の手続に特に御注意願います。

◎大会登録は、シドニーに到着 してから、大会

場 RoyalAgricultural Society Show 

Groundで受付けられ、登録料は、その時に

のみ受納されます。ロ ータリアン並びに16オ

以上のゲストは、オーストラリア通貨20ドル

16オ未満のゲストは無料で、小額の特別交通

費のみ納付すればよろ しい。

◎シドニー大会に関する情報については、

…The Rotarian"に御注意いただき たく 、当

委員会に とどく "Prevue"による情報は、ガ

バナー月信でお伝えいたしますから 、徊注目

下さい。

くお知らせ＞

④大阪北RC 井 上 猛 君

（新ポール ・ハリス・フェロ ー誕生）

7月16日付、ロータリー財団から 、ポー）レ、

ハ リス、フェ ローの称号が、大阪北RCの井上

猛君に贈られました。

メダルは、地区大会の席上、同君にお渡 しす

る予定です。

0ペルー地震義捐金について

358区の安田幾久男ガバナーから 、上記につ

いて、7月28日付、次の来信がありま した。

(1) 日本各地区よりの義捐金は、各地区ガバ

ナー より 、フィスカル ・エージェント に、地区

別最終金額を一括して送金すること。

(2) フィスカル ・エージ ェント に集められた

円価に見合 うド）レ価をRI本部にて、ペルーの

災害地区ガパナー宛送金のこと。

以上のとおり RI本部との間に打合せ進行中

でございますが、RI本部より承諾の返事あり

次第、改めてその旨お知らせいたしますとの こ

とであります。

なお、366区としては、 6月13日の地区協議

会の席上、 有志の方々から御寄付がありま した

が、このほか各RCでは、それそれ各クラブの

御寄付をとりまとめられ、上記の送金方法の決

定次第御送金下さるよう 、お願いいたします。
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④出席報告について

毎月の出席報告は、RI本部への報告を、11

日朝発送しないと間に合いません。つきまして

は、ガバナー事務所に毎月 10日必着で、御通知

いただきたいのです。 7月分は、14クラブか延

着いたしました。延着クラブは60%として報告

することになっておりますので、各クラブ幹事

に3怠くお廊いいたします。なお、各クラブでは

メーキャッフ゜報告を、例会当日直ちに発送いた

だくよう 、特にお願いいたします。

直国際交換青少年学生の交歓会開催

7月16日（木）18時~20時、新大阪ホテルにお

いて地区青少年交換歓待委員会主催で、 第649

区、第587区、第280区との交換学生送別懇親会

を開きました。この会合は第649区（米国イリノ

イ）から来訪した交換学生 6人が月会の滞在を

終えて17日帰国するのと、彼れらと同行してこ

ちらから同地区へ訪れる学生4人のためのサヨ

ナラ ・パーティ 、また、6月26日当地到着以来

顔を合わせる横会のなかった第 587区 （テキサ

ス）からの学生 4人と、同地区へこれから訪問

するこちらの交換学生 2人、 さらに、第 280区

（オーストラリ アの ビクト リア州） からこの 3

月以来堺の羽衣学園へ入学して 1か年勉弛しつ

つあるグラ ハム嬢らのための懇親パーテ ィを兼

ねた催 しでありま した。合計17人の交換男女学

生を中心に、その受入れ家族、送り出 し家族、

それぞれのスポ ンサーになっていただいたロ ー

タリークラ ブ （大阪淀川、 京都南、京都西、橋

本、塀）の会員諸君、地区青少年交換委員、世

戸一夫同委員長、塚本直前ガバナー、 堀内元ガ

バナー など総数57人参加とい うにぎやかな会合

となりま した。世戸委員長の歓迎送別のことば

塚本直前ガバナーのあいさつのあ と、 交換学生

1人 1人が 2分ずつ発言 し、 またホス ト、ファ

ミリーの感想やはげましの言葉、最後の堀内元

ガパナーの思い出話やこれから行く学生への注

意などを話されて、にきや かな楽しい催しを終

りました。残念であったのは第528区 （カリフ

ォルニア）から来 日中の交換学生 2人と、同地

へ出かける貝塚クラブのスポ ンサーの学生 2人

が地方旅行中のため当 日出席できなかったこと

です。なお、1969-70年度の交換学生は受入れ

13人、送出し 9人、計22人であります。その氏

名は前カバナー月信 5月号と 6月号にのってい

ます。 （塚本パストガバナー記）

直前年度ロータリー財団寄付額

85クラブから約 5万ドル

本年 6月末現在の数字としてロータ リー財団

からの報告によれば、旧第365区85RCが 1969

-70年度中にロータリー財団へ寄付 した総額は

49,833・66米ド）レ （邦貨にて1,794万円）にのぼ

りま した。これは前年度よりも7,108米ドル（邦

貨255万円）も増加しています。各クラプの御厚

意に対して深謝申上げる次第であります。

~200%クラプ (ll) 門真、 貝塚、 粉河、 箕面、

寝屋川、小浜、大野、大阪城南、大阪西北、

大阪西南、大阪天満橋。

~300%クラ ブ(30)綾部、 福井、 福井北、 御坊、

橋本、彦根、枚方、枚岡、泉大津、勝山、 舞

鶴、舞鶴東、松原、水口、峰山、 官’津、近江

八幡、大阪阪南、大阪淀川、 鰭江、新宮、白

浜、吹田、高石、富田林、豊中南、敦賀、大

和郡山、八尾、八 日市。

~400%クラブ(21) 福知山、 五条、 東大阪、 海

南、橿原、岸和田、京都南、京都山科、守口

長浜、大阪南、大阪住吉、 大阪西、大津、高

槻、武生、田辺、豊中、宇治、和歌山南、 大

和高田。

~500% クラ ブ(7) 有田 、 池田 、 和泉 、 泉佐野、

河内長野、大阪北、 和歌山。
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~600%クラブ(5) 茨木、京都、京都西、奈良

和歌山東

~700% クラフCl) 大阪

~800% クラフ(2) 大東、堀南

~900% クラフCl) 京都北

~1000% クラブ(2) 那智勝浦、大阪東

唖ll00%クラフCl) 靡

~1300% クラブ(1) 京都東

（注） 全クラブの平均は510%となります。

また、年度途中の新設クラブは本表の計

算に含まれておりません。 （塚本記）

圏 Interact会員と万国博出展の

西洋諸国館代表との懇談会開催

7月20日 （月） 14時から17時半まで、新大阪

ホテル会館において第365区及ひ第366区インタ

ーアクト委員会の主催によ り万国博出展の西洋

諸国バビ リオンか ら代表派遣を求めて、両地区

内のインターアクト学生との間で国際理解増進

を目的として懇談会を催しました。前回 (5月

23日）はアジア諸国代表を招待 して開きました

が、今回は 2回目で参加者62人にのぼり大盛会

でありました。出席のパビリオン代表は次の 5

人です。

Miss Claudette Palka Cアメリカ）

Mr. Herbert Plutschow Cスイス）

Mr. Stephen Kentwell Cオーストラリア）

Miss Nanette Twine C 同上）

Mr. Heinrich Koehler Cドイツ）

こちら側の出席は宮本章第366区インタ ーアク

ト委員長、塚本直前ガバナー、足達保信（奈良）

安本松隆（和歌山東）両元会長、インターアク

ト5校 （西京商高欠席）の顧問先生 6人、学生

37人、これに加えて近く米国カリフォルニア

Berkeleyへ夏期交換学生として出発する 9人

らで、全体の懇談会ののち、 5組に分れて熱心

--10 -

な質問応答を 1時間半つづけて国際理解増進の

目的を果しました。最後に、ゆかた姿に着替え

た奈良一条高校男女学生の花笠おどりや大漁お

どりの余輿まで飛出 し、 にぎやかなうちに閉会

しました。 （塚本記）

直万国博ロータリー例会場へRIの

＇世界平和ポスター” 展示中

日本万国博ロ ータリー会場に、いま第 1回ロ

ータリー世界ボスター美術コンテスト入選作品

11点が展示されています。これはRIから 7月

下旬に送ってき たもので、 9月12日 （土）まで

展示されます。ポスターの題目は「世界理解に

よる世界平和」で、次のような説明が書いてあ

ります。

「ここに展示の11枚のポスターは全世界の若

人の美的表現で、絵は国際ロ ータリ ーの第 1回

世界ポスタ ー美術 コンテストの優勝および入選

作品であり、国際ロータリ ーの世界理解週間(

9月15日を含む週間）において注目の的となる

もの。五大陸にある諸クラブの主催により 、募

集した中等学校生徒の作品数百点から選ばれた

が、すべて古くて新しい探求 世界平和—~

への若人の感覚をよく表わ している」

● RIニュースから

◎会長さんの秘けつ（例会司会について）

1. 例会のフ゜ランを明確に把握して、実行に

移すこと。

2. 時間励行ー開会と閉会を時間どおりに。

3. 発言は、明瞭に、聞きとれるよう。

簡潔に、要領よく。

4. フ゜ログラムを生かせー会場を白けさせる

な。

5. 会長の時間を活用すること。

ロータリー情報の伝達、クラブの報告事項



欠席会員の動静、クラブ活動について語る ◎ 7 月 2 日現在• 世界中のRC数その他

こと をお忘れな く。 RCの数 14,366 

6. 卓話者に感謝するのはよいが、卓話の内
会員の数 679,500 048ケ国）

容にまで言及しなくてもよろ しい。
昨年 7月 1日以降の新ク ラブ数、55カ国で合

7. 情熱的に、興味を忘れず、知識欲を持て
計530クラプ、前年度に比して10クラブ少い。

行動は、効果的に、テキパキと。

"" ""''"'"II,, "'I!,,. ,,.,,., • 1111 , ,. •"!11,, "'111..'"111, •• 11 1.. • "111,.. "1110,, • 

7月 出席報告
(Attendance Report For July) 

順位 クラ プ名 例会数会員数 期の初増減と 出席率 順位 クラ プ名 例会数 会員数 期の初増減と 出席率

1 吉向 槻 5 51 -1 100.00 29 大阪北 5 157 96.14 

2 橋 本 5 55 100.00 30 枚 方 4 50 +1 96.04 

3 和歌山東 5 71 99. 71 31 大阪天漑橋 4 50 96.00 

4 和 泉 5 62 +4 99.67 32 御 坊 5 59 -1 95.90 

5 新 宮 5 55 +l 99.62 33 大阪阪南 4 46 95.65 

6 大阪淀川 5 69 -1 98.55 
34 大阪西北 4 44 +6 95.45 

7 茨 木 5 53 +2 98.34 
35 富田 林 5 53 95.38 

8 高 石 4 43 +l 98.26 
36 那智勝浦 5 35 95.30 

9 大阪西南 4 52 98.08 
37 大阪東 5 87 94.94 

10 有 田 5 49 -1 97.96 
38 岸和田 5 58 -1 94.83 

11 松 原 4 47 -1 97.87 
39 海 南 5 53 -1 94.61 

12 泉佐野 5 55 -1 97.82 
40 田 辺 5 66 +l 94.27 

13 粉 河 5 27 -1 97. 78 
41 大 東 4 34 94, 14 

14 東大阪 5 55 97. 74 
42 八 尾 4 49 -1 93.62 

15 吹 田 5 59 97.59 
43 大阪城南 5 39 93.34 

16 和歌山南 5 55 97.45 
44 大 阪;__ 5 290 -8 92. 25- -

17 泉大津 '5 71 97.39 
45 池 田 4 51 +2 92.10 

18 貝 塚 4 54 +8 97.15 
46 大阪東淀 4 24 +24 91. 67 

19 箕 面 5 29 +1 97.14 
47 堺東南 5 30 -1 90,67 

20 堺 5 111 96.87 
48 大阪柏原 4 22 +1 90.59 

21 寝屋 川 5 25 +1 96.80 
49 豊 中南 5 27 -1 90.37 

22 大阪西 4 92 +l 96.68 
50 白 浜 4 36 90.28 

23 大阪住吉 5 72 96.66 
51 枚 岡 5 40 -2 90.00 

24 豊 中 4 52 -1 96.63 
52 門 真 5 24 -1 90.00 

25 和歌山 4 94 +1 96.43 
53 守 ロ 5 52 +1 87.63 

26 河内長野 5 56 96.36 

27 堺 南 4 61 -4 96.30 A ロ 計 246 3199 +28 5068.26 

28 大 阪 南 4 148 96.24 平均出席率 95. 63% 
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8月19日（水） 京都ホテルにおける RI会長歓迎会
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公式 訪問の感想

日程表のとおりいよいよ 7月15日より公式訪

問の行動を開始いたしました。最初は手近かの

しかもあまり古くないクラブから始め、今日 ま

で2カ月で約半数のクラブを訪問いたしまし

た。先づ感じたことは、みなそれぞれの特異性

がハッキリと表われていることです。これは当

然のことでしようが、 その地域が生んだ性格で

しよう。新らしい創立後ーカ年のクラブでも 、

人間がそれぞれ頻や姿が違っておるよう に違 っ

ておる点が見受けられます。そこで私は人間誰

れでも長所と短所があるので、ただそのバラン

スの相違によって指導者にもなり 、軽蔑され嫌

われる人間にもなるのであると思うのです。

ガバナーの報告にも 、各クラブの長所と短所

とをハッキリと見きわめて書いて送れといわれ

ております。しかし、これはなかなかむつかし

いこ とと思われます。私のような至って平凡な

人間が、はたして間違いなくただ一回の所見で

本当の姿をつかむことができるかということで

す。

私は約40年近く 、地方裁判所と家庭裁判所の

各種の調停委員をしております。裁判所では申

立人と相手方の言い分に全く逆なことが多いの

です。それを深く堀り下げてその真相をつかむ

には、気永く時間をかけてネバリを持って話し

合いするより外はないのであります。 R.I. 会

長ビル ・ウォークさんの本年の活動目標てある

「隔りを取り除こう」は、全く今日の時代（ここ

んな適切な課題はないと思います。しか しなが

ら、これ程現在至る処にあって、しかもこれを

取 り除くのに、これほどむつかしいこと はない

と思われます。そこでこれには、あくまて相手

を理解し 、また理解されることが先決条件とな

ってくると思います。それには先程申し上げま

した裁判所での調停委員としての心構えと同じ

ものが是非必要だと思っております。

これか ら私の公式訪問もまだ半分のこってお

ります。そこで私は欠点さがしよりも長所を早

くつかんで、それをますます伸ばすよう にクラ

プ活動をして、良い特色を持ったクラブとして

発展するよう 、おすすめして行きたいと思って

おります。今日まで得た体験を基にして、率直

な考えを申し上げました。

直 Walk会長万国博ロータリーヘ出席

8月18日 （火） 12 : 00~13 : 30万国博ロ ータ

リー例会に初めて国際ロータリー会長William

E. Walk, Jrが Louise夫人同伴で出席、 10分

間のスヒ°ーチを通訳付で行ないま した。当日の

ホストクラブは枚方、寝屋川両RCの合同で催

されたが、あいにくの雨天で出席者は平常よ り

少なかったようで した。

この例会にはFranciscoDelgado R I第 2

副会長夫妻、東ケ崎潔RI元会長夫妻、高山忠

雄 368区ガバナー、森寿五郎 366区（万国博ロ

ータリ ー組織委員長）、向笠広次 370区、原田秀

雄 366区（夫妻）、塚本義隆 366区各パストガバ

ナーらも出席しました。 Walk会長らは雨中 に

万国博パビリオンをいくつか視察しましたが、

この日は天皇陛下も来場されており 、大へんな

混雑でした。

Walk会長のスピーチは、 各方面にわたって

の "Bridgethe Gaps" を強調し てロー タリ

アンの1970年代における責任を力をこめて訴え

たものでしたが、その中で次のような話をとり

入れ られたのが注意を引きま した。
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「第二次大戦後、イギリス首相チャーチルは

ある時、議会で雄弁をふるった後、口やかまし

い女議員に呼びとめられて、首相はブランディ

を飲みすぎると 問貴された。生涯にあなたは議

場の半分を満すほどの分量のブ ランティを飲ん



だ、と声を荒げて攻撃したのです。さすがのチ

ャーチルも弱ったらしいが、微笑を浮べて、高

い天井をながめ回わしながらいわく 、たしかに

だいぶんやりましたな。 しかし、 まだまだや

るべき分量は非常にたく さん残っておりますな

あ、と。例はちよっとまずいが、もっと真面目

な意味で、ロータリーも今までずいぶんやった

が、やるべきこ とは まだまだいっぱいあると申

上げたいのです。」 （塚本記）

I .C.G.F. 開催報告

直和歌山第 2組

8月22日（土）、和歌山市農協会館において、

定刻12:00フォーラム委員長、藤沢元雄君の開

会の辞、ホストクラブ西村正二会長の歓迎の辞

に始まり 、 参加 クラブSRC、 即ち岸和田15

名、貝塚23名、泉佐野26名、 橋本17名、粉河23

名、和歌山東20名、和歌山南30名、ホストクラ

フ和歌山59名、計 213名の参加を得て開催され

た。

本フォ ーラムは、パストガバナー堀内清ゼネ

ラルリ ーターの 希望により 、 事前協議をしな

い、アンケートをと らない、という方針によ り

ぶ っつけ本番の盛上りか期待された c

次に、各部門のリ ーダーを紹介すると 、

社会奉（士部門 納塚善雄 （泉佐野）

宵少年奉仕部Ill'] 帯谷正次郎 （貝塚）

職業奉仕部門 三木 勲 （和歌山）

国際奉（士部門 辻 勝美（和歌山南）

クラブ奉仕A部門 小倉 十吉（岸和田）

クラフ奉仕B部門 山県俊男（和歌山東）

の各君である。

先づ、社会奉仕部門では、奉仕とは何か、広

義、狭義の解釈が述べられ、限ら れた人数と予

錦をもっ てするロ ータリーの奉仕の限界があり
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この限界で間 口を広くしてやるべきか、重点的

にやるべきか、など問題点を提供した後、各ク

ラブの長所短所について、本年度の重点目標に

ついて、各クラプから意見の開陳があっ た。

青少年奉仕部門では、 青少年問題は一層重要

にな っている。泉州の機業地域では、若年労働

者問題が重要で、青少年と接触を深め、とけ込

んだ話合いが必要だとし、ロータアクト 、イン

ターアクトに言及して、それぞれ討論があり 、

ガバナーから インターアクトが低調であるから

一厨努力ありたいとの要望があった。

次に、職業奉仕部門。職業は天職だと いう 考

え方が必要である。そこにこそ高い価値基準が

ある。近頃は職業転換が甚だしく、 職業観も安

定していない、ここに職業奉仕活動が重要にな

ってく る。 4のテストを朝礼の議題にして、従

業員の意識の変化を来た した実例から 、各クラ

ブの璽点活動、若い従業員の職業奉仕意識を高

める方法について、各クラブから意見の開陳が

あった。

次に、国際奉仕部門では、国際的視野におい

てギャップをなくすよう に努力すべきだ、との

発言か ら、世界理解週間、姉妹クラ ブ、 青少年

交換について各 クラプから報告があっ た。 なお

日本人の目は今まで先進国に向いていたが、後

進打」の方へ も向けるべきだとの発言、イン ドネ

シャから看護婦を使っては しいという申出があ

った実例な と、紹介された。

クラ ブ奉仕A部門では、 リーダーがユーモア

を交えつつ討議が続けられ、ロータ リー情報に

ついて、ロータリ ー、 クイズを各テーブル毎に

答えを求めるとか、新入会員について家庭的に

イン フォーメ ーションを徹底的に行うなどの発

言かあ った。なお、広報、雑誌、職業分類、会

員増強について討議がなされた。

最後に、クラブ奉仕B部門であるが、米山 さ

んの言葉「いそがしい人が、出席にはげむ」が



引用され、本日第 2区分第 2位で表彰バナーを

受けた杞本クラフに、高出席率の秘けつをたづ

ねたところ、義理人情が徹底し、それが習性に

なっているとの答えがあった。ついで、親睦、

SAAiこついて活発に討議された。

次に、堀内 リーダーが最後のしめくくりをさ

れ、21年無欠席の感想を述べられ、かなり苦痛

であった、殊に外国旅行中は困ったとのお話し

があり 、特に本日のフォ ーラ ムは、ぶっつけ本

番であったが、熱心に討議され、充実し たフォ

ーラムであったとの御感想があった。

井関ガバナーのあいさつとして、堀内リーダ

ーに惑謝の言菓がのべられ、次いで、ウォーク

会長が来日 された当日親しくその講演をきいた

が、 "Bridge the Gaps" について今まで公

式訪問などで申し上けて来たことは弱かったと

感ずる。会長の意気込みは非常に独いものがあ

る。ロ ータリアンとして為すべきことを、見き

わめる必要がある。そしてそれを解決する要が

ある。結局、意気込みである。これを偕さまに

お伝えしたいと思っていると結は机た。

こうして、定刻出17.00閉会し 、引つづいて、

場所を変えて懇談会に移った。 149名の出席を

得て、盛会のうちに親睦の実をあけた。

爾高石第 3組

9月5日(」.!、井関ガバナ ー、 平沢パストガ

バナー（セネラル、リーダー） 、来賓として緒方、

森、塚本の各パストガバナー、 尾形ガバナーノ

ミニーの御参加と、参加クラブとして、大阪南、

大阪住吉、大阪阪南、大阪西南、堺、堺南、泉

大津、和泉の各RC、オブザーバーとして、枚

岡、松原の各RC、ホストクラブ高石RC、合

計 200余名の出席を得て、会場新東洋で開催 さ

れま した。

◎クラブ奉仕部門 リーダー 村田正雄（堺）

(1)クラブの内部拡大と若がえりの問題

(2)出席奨励の問題

(3)プ ログラムの問題

◎社会奉仕部門 リー ダー 久保宗一（和泉）

(1)地域社会を如何に良くして行くか

(2)青少年問題及びクラブ単位の青少年交換に

ついて

◎国際奉仕部門 リーダー藤本元尚（大阪住吉）

(1)交換学生の件

(2)研究グルーフ゜交換の件

ご(3)ロータリ ー財団並びにw.c.s.について

◎職業奉仕部門リーダー藤原誠太郎（泉大津）

(1)4つのテスト について
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(2)労使の問題について

(3)企業公害についての経営者の態度について

以上の討議を、4時間20分に亘り 、活発な討議

がなされました。

最後に、ゼネラルリーダーから 、ロ ータリ ア

ンは、1つ 1つの規則を守ることも大切だが、

ロータリーと は何かということ 、ロー タリ ーの

綱領は何を表わしているかを、お互に研究する

ことも大切である。特に、ロータリアン はロー

タリアンら しく 、積匝的に貴任をもって行動す

ること が、クラブ活動であり 、これによ って友

情を深めることができると思います。ロ ータリ

ークラブは、クラブてなく個人個人の職業をも

って奉仕するもので、4つのテスト を本当に考



えれば、すべての奉仕は、おのづから道は開け

るものであると確信しております、

得ました。

との概評を

次いで、塚本パストガバナーから 、 "You 

are Rotary"を強調され、またガバナーから 、

5時間に亘り良く討論し研究され、非常に感銘

9日（月）

11日（水）

12日（木）

◎ 12月7日 （月）

ロータ リーの性格、クラを受け参考になった、

ブとして行う方向が良く理解できたと思う 、と

の結びの言葉を得て、成功裏に第 3組の I.c. 

G. F. を終りました。

朧韓国永松カズさんへ手袋編み機渡る

―ーー旧365区の世界社会奉仕＿

韓国ソウル市で数十名の戦乱孤児を世話して

いる日本女性永松カズさん(43)を救援するため

に旧 365区の世界社会奉仕計画のひとつとし て

贈ることに した半自動式手袋編み機 3台は、

月 3日、漢陽ロ ータリー クラブの例会場（半島

ホテル）で本人へ贈呈された由第 375地区呉善

娘ガバナー（直前）から塚本前ガバナーのもと

ヘ知らせがありました。

(50万円）は、収容児の費用をかせぎ出すため

のもので、京都北RCの田中藤兵衛君が浜松の

メーカ ーから購入して、神戸から輸出手続に 3

カ月を費し、 さらに仁川港へ 4月上旬到着後、

諭入許可に 4カ月を要するなど難航したのてす

が、漠陽クラブの好意で輸入税を支払うのに15

万ウオン（邦貨約20万円）をニコニコ箱で集め

てくれたのでようやく 7カ月ぶり で本人の手に

渡った次第であります。本人からも大喜びの礼

状が参っており 、

大新聞）にも賠呈式の写真と記事が掲載さ訊ま

した。
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この作業用手袋編み機

ソウルの東亜日報（韓国の最

（塚本記）

直ガバナー公式訪問予定日取 （その 3)

く提案＞

大阪柏原

東大阪

呑
回i
 

本

大阪東淀

＠第366区と第376区との間の姉妹関係締結に関

連して、両地区内のクラブ交歓についての提

案

,

.

 

1'-
．
．
 

(2) 

(3) 

(4) 

塚本パストガバナー

7月28日署名調印された同意書にも とづき

早く何らかの活動を始めたい。

簡単な実行 し易い項目から着手すべきであ

るが、その1つとして「ロータリーの友」誌

を、毎月第 376区内のクラブあてに、当地区

内のクラブから、手分けして寄贈することに

しては如何でしようか。

ら、相手クラブあてに、

部数は 1クラブか

7~10部とする。 そ

の購入と郵送料と発送は各 クラブの負担とす

る。

第376区のガバナー月信 7月号によれば、

同地区には37クラブあり 、当地区は52クラブ

だから、こ の中から、15クラブを除外して同

数としたい。除外するクラブは、現在すでに

他地区のクラブと姉妹関係（あるいは、 提携

関係）をもつクラブとする。その数は18ある

～ーが、双方の数を合わせるため、その中から 、

大阪東、大阪北、大阪南の 3クラブは、特に

：除外しないこととする。

37クラブの組合わせは別表のと おりに一応

決めたい。 （但し、この別表については、各

クラブに確認の上、発表することにしたいと

思います。井関。）

クラブが相手クラブと姉妹関係に入るか否(5) 

◎ 11月 5日（木） 堺東南

かは自由とするが、まず「ロ ータリ ーの友」

の寄贈を少くとも本年度中に実行してもら う

ことにしたい。
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(6) 7部としたのは、理事の数のつもりで、10

部にすれば若千の余部も見込まれます。

10部として も、 1カ月 L100円で、郵送料を

加えても大 した ことてはないと思います。

ぐお知らせ＞

◎大阪東淀クラプ認証

6月26日発足の新クラプ、大阪東淀RCは、

8月10日付、RIから認証されました。 おめ

でとうこざいます。チャータ ーナイトは、11

月19日 （木）の予定です。なお、事務所は、

大阪市東淀川区東淡路町4-215 島田内科内

電話 06-322-0608 

◎新宮クラプの会長の異動

不慮の災厄によ り、脇村春三会長が 8月17日

逝去されましたことに対し 、謹んで敬弔の意

を表します。

その後、岩崎正夫君が、会長に就任され、副

会長には、川合幸夫君が就任されました。

◎地区協議会、 リーダーシッ プ、 フォー

ラム議事録配布について

去る 6月13日、新大阪ホテルにおいて開催さ

iした上記皇白の議事録か、ホストク ラフ和歌

山RCの手によ り作成、配布されました。

◎ペルー地震義捐金

366区と して取りまとめを進行中の上記義捐

金は、9月28日現在

26クラブ 707,500円

となっています。

◎財団法人ロ ータリ ー米山記念奨学会の来年度

奨学生応募の締切は、12月10日てす。
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◎ ロータリー財団パーセンテージ算定方

法の改正について （ロータリー財団弘

報から）

ロータリークラブ又は地区が、ひとたび一定

のパーセンテージ順位に到達 しさえすれば、

その後、会員が増加し、しかもそれに相当す

る寄付額の増加がない場合でも、そのパーセ

ンテ ージ順位を失わない ことに、パーセンテ

ージ順位算定方法を改めました。

◎ロータリー財団寄付率向上のクラプ

300%クラブヘ 粉河

500%クラ ブヘ 守口、豊中、 和歌山南

上記のクラブ、御苦労さまでした。

韓国親善旅行を終えて

堺市立工業高校インターアクトクラプ

青木吉広、中川 進、新谷厚志

韓国の訪問を終えて先す感じたことは、空気

が澄み渡って、公害の問題はないように見受け

られた。また最近開通したソウル釜山間道路で

は、ま わりに田園風景が次から次へ走り 去 り、

澄みきった空気がバスの中に充満し 、快適な卜‘

ライブを楽しむこどがてきました。

礼たちは、行 く前 「韓国という 国は、とのよ

うな国だろうか」などと不安に考えて行きまし

た。しか し行って見ると日本とあまり変らない

ことがわかりま した。また、韓国の人々はと て

も親切てした。 韓国の人たちとふれ合って見

て、つくづくそれを感じました。

次に、教育、文化についてですが、まず教育

に関 して、ソウルの教育庁を訪問した時の内容

を少 し書きますと、義務教育は、今年から中学

校ま でのよう です。また、ソウル大学などの一

流大学は、入学するのは非常に困難であり 、入

試科目 は全科目でありますか ら、高校での授業



は困難であり 、入試科目のためどれも集中して

受けなければなりません。

以上のようなことを、教育長代理から聞き、

日本も全科目入試を採用すれば、授業を怠ける

者は少なくなると感じま した。

しては、ソウルの小学校は、プー）レ も運動場も

あり 、まわりには多くの木が植えてあります。

そうして、テレビ、オルガンが各教室に 1台づ

つ配置されてあり 、良く整頓され、勉強がし易

い環境ができ上っていました。同様に、ソウル

の梨花女子高校も訪問することができました。

この学校の特徴は、職員室と校長室は質素で、

生徒たちの教室はきれいでした。

生徒中心の方針だそう です。

ターアクトクラプの学校である 、）褒南高校も訪

問することができました。生徒たちは、私たち

に、とても親切でした。そしてたくさんの学生

たちと交流し、ペンパルになり 、楽しく過こ し

ました。また、私たちに北朝鮮について語り、

意見を求めてきましたが、知識不足のためと 、

国際問題なので、答えられませんでした。

文化に関しては、遺跡などを見学して歩いた

ので、韓国の歴史、時代の風物などが理解でき

たことは、とても勉強になりました。昔の王朝

時代の建造物がたくさん残 っていて、そこが博

物館のようになっていて、

んの昔の土器、装飾品などが時代別に並べられ

てありました。

ようであり 、京都や奈良に劣ることがない程、

古風な感じが して、

建ち並び、

まるで、

また、学校に関

これは学紋の

さらに、釜山イン

その中には、たくさ

日本での京都や奈良の

その反面、近代的なビルが

何にか古いものと新しいものが、

うまく混合されておるような国に受け取れまし

た。服装は、アメリカの影響を受けたのか、

経済に関 しては、貧富の差が激しく 、貧しい

家庭は質素で不潔です。

は豪華であり 、家も大きく 、庭園もあり 、色々

な電気製品もありま した。

1人の者が、

たのですが、その家は、日本の上流家庭とも劣

らないほど立派な家だったよ うです。

韓国は、

車、テレビなどの精密横器とか、電気製品な ど

が高価でした。

め、

一般に物価は高く 、

日本製品の品物が目に入りました。値段は

関税がかかり 、

た。また、意外と安価な物もありました。

ード板が、

ていました。

した。

ソウルの学生に招待されて行っ

観光地には、旅行客が多く 、

感はありませんでした。

では、

その反面、豊かな家庭

をさせていただきまして、

することを顧ってやみません。

カメラ 、 時計

国内では生産されていないた

日本の 2倍の値段でありまし

レコ

日本では 500円位のものが半額位で

ありま した。工場などは、釜山方面に多く建っ

そのため、少しスモッグのようで

その中に、慈外

に日本人が多いでした。また、顔形も韓園人と

似ているので、私たちは、外国へ来たという実

しかし、言葉はかたこ

との英語でしか通じず、やはり異国にいるなと

感じました。

ロータリ ークラブの例会にも、2回出席 させ

ていただきました。ソウルの例会は、日本での

例会より明る＜感じました。また、釜山の例会

日本では珍らしい巡視船の上で行なわれ

たので、違った味わいを感じました。今回、こ

のような、高校生活に残るすばらしい海外旅行

ありがとうございま

した。御礼を申し上げると共に、また私たちの

後輩が、このようなチャンスを得、親善に努力

(9月6日）

二やパンタロンを着た人が、 意外と多いでし

.J,_ 

ko  そして、韓国の遺風である着物は、年老い

た人々が着ているようでした。
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いっており ます。

現在、嬰ク ラブは、宇佐見路代さん (15オ）

を、オ ーストラリ アのムーロブナ市に留学させ

交換学生として；: Miss~OlywnJAnnl、Graham

濠州ウ エリントン のロー タリアンの娘さんで さんを、会員宅に預かり 、羽衣学園で 1年間勉

Darlinghurs(の高校生 MissMary!Solomon 強 していただいており ます。

さんが、1971年 1月から 1年間日本に留学を希 なお、当地区としては、原則としてクラプ間

望 してお られます。 の学生交換を、夏休みの間、 1カ月 の短期間、

日本より、 4月から向う 1年間、交換に留学 米国の649地区、 587地区、 528地区内のクラ フ

御希望の方があれば、クラブを通して、ガハナ との間に計画を立て、 お世話をすることをすす

ー事務所あて御申込下さるよ うお願いいたしま めていますので、御希望のクラブは、これまた

す。 ロー タリアンの知己の高校生でも結構で ガバナー事務所へ、詳細お問合せ下さいますよ

す。先方は、男子1名、女子1名を引受けたいと うお顧い申し上げます。
,,,, ...... ,,,,, •..... ,,,,, •....•• ,,,, •..•.• ,,,,, •....•• ,,,, •.....• ,,,, ........ ,,,, ...... ,,, ヽ ・····· •····•·· ···· ·· · ············•······• ··• ······

＜交換学生募集＞

青少年歓待委員長

世戸 夫

順位 クラブ名 例会数 会員数

8 月出席報告
(Attendance Report For August) 

期初と
の増減 出席率 順位 クラプ名 例会数 会員数

期初と
の増減 出席率

1

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
認

認

14
応

1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
”
-
2
3
2
4
お

2
6
2
7
2
8

坊

槻

本

泉

東

川

浦

南

木

津

野

南

宮

阪

面

南

田

原

石

田

吉

西

野

南

方

川

田

塚

瓢

麟

囀

麟

大

佐

瓢

大

和

麟

阪

麟

阪

屋

御

高

橋

和

和

大

那

大

茨

泉

泉

和

新

東

箕

堺

岸

松

高

吹

大

大

河

大

枚

寝

有

貝

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

 

59 

52 

55 

62 

77 

69 

34 

51 

52 

71 

57 

57 

53 

55 

29 

63 

57 

46 

44 

58 

72 

93 

58 

148 

52 

25 

49 

54 

-1 

4

6

1

1

1

1

 

+
＋

-
―
-
'
-'
 
1

2

1
 

+
＋

-

1

2

2

2

2

1

 

+
-

＿
-
＋

-

+2 

+2 

+3 

+l 

-1 

+8 

100.00 

100.00 

100. 00 

99.58 

99.30 

98.90 

98.49 

98.05 

97.95 

97.83 

97.80 

97.76 

97.65 

97.65 

97.41 

97.34 

97.32 

97.29 

97.16 

96.55 

96.53 

96.52 

96.43 

96.41 

96.15 

96.00 

95.92 

95.84 
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29 

30 

辺

山歌

田

和
4

4

 

64 

94 
1

1
 

-

＋
 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

大阪天満橋

大阪 東

堺

豊中

冨田林

白浜

粉河

大東

大阪 北

枚岡

大阪阪南

海南

八尼

門真

豊中南

大阪東淀

大阪城南

大阪

大阪西北

堺東南

大阪柏原

守 口

池田

5

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

5

4

5

 

57 

88 

111 

52 

53 

38 

27 

34 

156 

40 

46 

53 

49 

24 

29 

24 

40 

289 

44 

30 

22 

52 

49 

+7 

+l 

-1 

+2 

-1 

1

2

 

―― 

4
 

1

1

1

1

2

1

9

6

1

1

1

 

―
―
-
+
+
+
-
＋

-
+
＋
 

95. 72 

95.61 

94.74 

94.65 

94.50 

94. 14 

93.75 

93.69 

93.52 

93.39 

63. 18 

93. 13 

92.94 

92.79 

92. 78 

92.71 

92.24 

91. 67 

90.58 

90.52 

90.34 

90.00 

90.00 

87.02 

68.24 

合 計 219 3217 

平均出席率

+46 5025.68 

94. 82% 
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区内各公長及ひ幹事殿tて

月 信（写）

GOVERl¥"OR: HISAGUSU ISEKI 

OFFICE: 和歌山市西汀丁 内田ビル 3階

Uchita Bldg_, Nishi-Migiwacho, Wakayama sht 

ADDRESS: P.0.BOX 5, WAKAYAMA 
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TELEPHONE: 0734-22-0 8 4 7 
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ビル・ウォークRI会長弓
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（前略） 「本当に幸せになるためには、そして

人生！こ禍足するためには、ます第一に人類が切

実に追求している大目的に共嗚し、自からのも

つすべてを、 そのために 捧げなければならな

し>Jハーバート ・フーバー（第31代米国大統領）

はこうい ってお ります。

ロータリーはその大目的にあたるのであり 、

ロータリーは切実に必要とされているのであり

ます。私達のもつすべてをロータリーに捧げよ

うではありませんか ！

このような大目的に献身するすべての個人は

自からの進むべき方向を見定めるための星を持

つ必要があります。人々とともに活動するにあ

たって、信じ得る唯一の星は、人間の良心であ

ります。

「汝自身に誠実たれ、しからば夜についで昼

の来ることく 、他のなにびとに対しても、不実

なることなかるべし」不朽の文豪シェクスピア

はこう 書いております。

この星を頼りに私達が定めた進路を、世界に

示す ことができるよう 、 『超我の奉仕』が単な

る空文ではないことを、ロータリーには目的が

あることを、存在理由があることを、そしてロ

ータリーが必要なことを、全世界に示すことが

できる よう、 祈りたいと思います。 （中略・・・・・・

"Bridge the Gaps"について述べた後）

ロータリ ーは、その最も光輝ある時代におい

てさ え、自からのもつ潜在的力を、充分に認識

していないといわれております。ともすれば、

個々 のロータリアンのもつ力を過少評価する傾

向があるのてあります。

「一般の市民は、自分逹の地域社会の、祖国

の、そして世界の運命に影響を及ぼすようなこ

とは、何にもできないと信じこんでおり 、こう

いう危険な考えが拡まっている。しかし私は、

この考えが、怠惰な利己的合理主義か、それと

- 1 



も人類の墓碑となるかどうか、まだ決めかねて

いる」ミル ‘トン ・アイゼンハウアーはこう書い

ております。

1人のロ ータリアン、 ある いは、たとえ70万

人のロータリアンが、ひとりことを言っただけ

で、世界の形勢をすっかり変えてしまうことが

てきると信じるほど、私はナイーブではありま

せん。しか し、 私達のもつ潜在的な力を過少評

価すべきではあり ません。

調査によると 、各地域社会の尊敬された指導

者としてのロータリアン 1人 1人は、それぞれ

100人の人々 に影響力をもっているとのことで

あります。

もしそうだとすれば、私逹は自由世界の全地

域社会において、7,000万人の人々 に、ロータリ

ーの理解の哲学の影響を、及ほすことがてきる

はずであります。 2,000年前ナザレのイエスは、

12名の門弟とともに、 歴史の方向を変えまし

た。なせならイエスは自からの使命を信じてい

たからであ ります。

地域社会において、ロータリーを評価する真

の基準は、誰が会員となっているか、あるいは

会員数がどのくらいか、などということではな

く、そのクラプがどんなことをしているか、 1こ

置かれるべきであります。

個々のロ ータリアンの価値は、必すしもその

会員在籍年数や、完全出席年数などによって、

評価されるべきではなく 、ロータリーのために

その人がどんなことをしたか、ク ラブのため、

地域社会のため、そして人類のために、とのよ

うな貢献をしたか、 によって計られろべきであ

りましよ う。

ロータリーがこれまで皆さんのために行なっ

て来たすへてのこ とを、一覧表に作成してみた

場合、その表は相当長いものとなることで しよ

う、 しかし皆さんが、ロータリーのために行な

ってきたすべてのことを、一覧表にしてみた場

-2-

合、その表の長さはどのくらいのものとなるで

しようか。ロータリーという協同体が、私達の

ために答を見つけてくれるであろう とあてにし

て、深々と椅子にもたれていることはできませ

ん。各ロ ータリアンは、ロ ータリ ー精神を もっ

て、自からその答を見つけなければな らないの

であります。もし私逹がその気になれば、ロー

タリ ーは世界理解述成の 鍵とな り得るは丁だ

と、私は信 じます。

皆さんのもっている最高のものを世界に与え

て下さい。そうすれば最高の ものが皆さん ：こ戻

ってくること でありましよう。 「超我の奉（士」

の模範を、世界の人々に示そうではあ りません

か。世界は私逹のテリトリーなのであります。

どこの国の人の問題であれ、どのような世界問

題であれ、 私逹に 関係のないものはあ りませ

ん。その問題がとこかの人間に関係ある限 り、

め くりめ ぐって私逹にも関係してくるのであり

ます。自分1人だけで生きていける人間は、1人

もおりません。私逹はみなお互いを必要とする

のであります。私達はみな神の助けを必要とす

るのであります。

皆さんはロ ータリア ンとなった時、人類にあ

る公約をしたことになります。世界は皆さん各

自のもつ最高のものを、そして皆さんの貴重な

時間と、努力と能力の相当の部分を、ロータリ

ーに寄付するよう期待し、要求しているのであ

ります。 こんな要求は、ロータリ ーにとって過

大にすぎるでしよ うか。ロータリアンにこ；iしを

期待する ことは、過大にすぎるで しようか。こ

れは各人が直接自分の心のなかで答えるべき問

題であります。

このよ うなことは、セルバンテスの書いたド

ンキホーテにでてくるのと同じような、実現不

可能な夢だと 、言い張る人もあるで しよう。し

かし 、少なくとも私は、この不可能な夢をあえ

て夢みるつもりでおります。なぜなら私は、 ド



ンキホーテが夢みたように、私逹が一緒に力を

合わせれば、これを現実となし得るはずだと信

じているからであります。

これこそロータリ ーの使命であり、ロ ータリ

ーに託された使命であると 、私は心から信じて

おります。

皆さん、どう かこの途方もない課題を受けと

めて下さいませんか。 (8月19日京都にて）

Jlllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll;J[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

I. C. G. F開催報告
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

直吹田第 4組

第366地区第 4組の I.C.G.F.は、6月19日

大阪中之島の関電会館で開かれた。ホストクラ

フは、吹田 RC。

午前11: 30登録開始、こ の日の参加者は、茨

木11、池田20、箕面17、大阪東淀11、大阪北20

大阪淀川13、高槻16、農中14、豊中南14、ホス

トクラブ吹田46、それに近く発足が予定されて

いる、描津から の3名に、来賓を加えて、合計

189名となっ た。 一同ます会餡 2館の広間で、

サンドウイソチに牛乳というきわめて簡素な昼

食、ついで地下のホールに移って、12:30から

開会された。

＿ 井関カハナーは、 「この会を気楽に、固くな

らすにやってほしい、 リーター陣も強力だ」と

あいさつ、友永吹田会長から来賓等の紹介かあ

ったのち、緒方ゼネラルリーターか、 「フ ォー

ラムは討論がなければ成立 しない。平素の疑問

など、としどし質問 してほしい」と述べられ、

討議に入る前に前年度出席優秀表彰バナーが、

第 2区分第 1位高槻クラブに贈られ満場の拍手

を浴びた。

討議は、次の 6部門に分けられた。

(1)職業奉仕 リーダー新 文夫（池田）

(2)社会奉仕 リーター長束良雄（高槻）
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(3)青少年奉仕 リーダー 民秋重太郎（豊中）

(4)国際奉仕 リーダー 吉川信蔵（大阪淀川）

(5)クラ ブ奉仕A リーダー 改正重延 （茨木）

(6)クラブ奉仕B リーダー 小林三甫朗 （箕面）

職業奉仕討議のリーダーは、 「理諭はともか

く、 日常の努力をきかせてほしい」と各クラブ

に発言を指名、職業奉仕の実践、 4つのテスト

利用の実例について、クラブと会員間の努力、

会員と各職場との結びつきが披露されたが、吹

田RCからの公害問題にふれて、 「ロータリア

ンの努力で今日の日本の繁栄があったが、こん

ごは、みんなのためになることという点で、 公

害問題を解決しなければならない」という趣旨

の発言が、注目をひいた。

社会奉仕討議でも、後半注目の公害問題の取

り上げ方を討議、 リーダーは、 「公害の定義か

ら考えれば、職業奉仕部門の問題かもしれぬが

社会問題化された最近の状態から考えれば、社

会奉仕部門としても考えねばならない」と述

べ、ますロータリアンの経営する企業から、公

害をなくすべきた等の発言がこもごも述べられ

たが、問題が複雑かつ重大なだけに、この問題

をとのよ うに取り上げるかの具体的方法の討認

には、深く入れなかった。

宵少年問題討議では、イン ターアクト 、ロー

タアクトの現況と計画か問題となり、大阪北R

Cの実例説明な どあったが、塚本直前ガバナー

が、 「東京では19も設立されているのに、大阪

では 2というのは、要するにアプロ ーチが拙劣

としか思えぬ。 是非各クラフ 1つづつは設立

を」と要望された。もう 1 ~の青少年の指尊に

ついては、吹田からの、オ早ヨウゴザイマス、

イタダキマス、御馳走サマデヽンタ、行ッテマイ

リマス、タダイマ、オヤスミ、ぐ らいはせめて

励行させるべきだとの提言には、会場に強い共

感の空気があった。



国際奉仕討議では、池田 RCの豪州ロ ーンセ

ストン RCとの関係など、姉妹クラプと の交歓

について報告のほか、 井関ガバナーの韓国 376

区との提携調印、原田パストガバナーのイン タ

ーアクトクラプ員 との韓国旅行の話し があ っ

た。全体としてあまり年少者の派遣は意味がな

く、せめて大学生程度をとの発言が多く 、今後

の問題と して残された。

クラフ奉仕討議は、問題をAとBに分け、各

クラブの悩みが率直に披れき された。

返 しも 目立ち、

に集まり 、

やはり 会

員推薦、出席問題などがそ の焦点て あり 、問闊

が日常的で体験的なだけ に発言が多い反面、繰

時にはかなりエキサイトもし

たっし か し各クラフにとって勉強になり参考1こ

なる点も多かったようた。

緒方ゼネラ）レリーダーの概評にかわ って、塚

本直前ガパナーからロータリー財団の現況につ

いて説明があり 、次年度ホストクラブは豊中R

Cと発表 されて、和やかに「手に手」合唱のう

ちに閉会した。そして18:20ー同再び 2階広間

ビールの乾杯があって散会した。

お、この会を滞りなく有意義に進行させたフォ

ーラム委員長は、

三次郎、

第 9条

な

田中和一郎、副委員長は梅田

SAAは名張隆政の各君であった。

画標準 ロータリー クラプ定款

第 9条の改正

地域社会、国家及び国際問題

第1節 地域奸会、国家及び世界の一般福祉は本 ク

ラブの会員にとって関心事である。そしてこ のような

福祉にかかわる公共問題の功罪は、会員各自が自己の

意見をまとめる上の啓蒙手段として、クラプ例会にお

ける公丁目つ理知的研究及び討議の対象として適切な

課題しいうべきである。しかしながら 、本クラブは如

何なる係争中の公共問題についても意見を表明し ては

ならない。

第2節 本 クラプは公職に対する如何なる候哺者も

支持又は推薦してはならない。又本クラプは如何な る

クラプ会合においてもかかる候補者の長所又は短所を

討議してはならない。

第 3節 （イ1 本クラプは、政治的性質を持った世界

問題又は国際政策に関して、討議乃至見解を採択した

り、配付したりしてはならない。又これに関 して団体

行動を起こしてはならない。

（口） 本クラプは、政治的性質を持った特定の国際問

題の解決のために、クラブ、 国民、政府に対して嘆蒻

してはならない。又書状、演説、提案を配付 してはな

らない。
（注 下線は改正点を示す）

最近、時おりロ ータリークラブが他国民に関

する 問匙につき 、そのク ラフ独自の見解を表明

する声明書又は決議を採択し たり、配布した り

する事件か起 っております。過去の経験は、

ラプtこよるこのような行為が、その善意的な意

図にもかかわら す、

らオしてい る問題に対し反対の意見を有する人 々

の誤解を招き 、その懸隔をかえって悪化させる

ことを示しております。特にそのような声明書

や決議が配布される国内の反対者に対する非雌

告発をも含む場合、

-:!; _,_ 
6- 9。

を採択 し、

取り上け、

しばしば、

その悪化は確実なのであり

この問題に関連し 、 1970年国際大会におい

て、世界中からのクラブ代表が、制定案70-43

それによって、

ラブ定款第 9条を修正し て、

は、個々の クラブ会員の啓発をはかるために、

地域社会、国家ならびに世界全体の福祉に関す

る問題を研究し、討議するこ とはできる が、

ラフは、世界事件や国際的な政策に関して、決

議を採択したり 、見解を表明 したり 、統一的な

行動をとることはできないことを条文化し まし

た。更にまた、

ク

そこに取 り上げ

標準ロータリ ーク

ロータリーク ラブ

ク

クラフは、政治的な国際問匙を

その解決をはかるために、他のク ラ

ブや、人民、又は政府の同調を求めたり 、翫信

を発信したり 、又は講演趣旨や解決案なとを 配

布 してはな らないこ とになってお るのでありま

ーギ

9。
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この問題について、 1ロータリークラブ会長

は、最近寄せられた手紙の中で、対立や衝突の

関係にある国々のロータリアンは、たとえ国と

園と は対立の関係にあっても 、その国の人々、

特にロ ータリアンとの相互理解を促がし、深め

合 うことに、ロータリーの信条を役立たせるべ

きであると強調しておられま した。

標準ロ ータリークラブ定款第 9条の修正は、

各国間、たとえ対立し合っている国と国との間

にあっても、ロータリークラブならびにロータ

リアンが連終し合うことを禁ずるものではあり

ません。むしろ、そのような事情にある場合に

こそ、クラブならひにロ ータリアン同志の連絡

は、友情と理解の増進をはかる精神をもって継

続され、誤解のギャップを克服して、 真の友情

の懸橋を渡すために、お互いに学び、情報を分

ち合お うとする意志のある こと を、示し合うべ

きことを強調するものなのであります。 それと

同時に、クラブは、標準ロ ータリ ークラブ定款

第 9条の規定に違反するような統一行動や連絡

を避け、対立関係を融和し、友好関係の復原を

早めるというよりは、むしろそれを遅延させる

ような行動は、極力避けるように努めなければ

なりません。国家間の関係か対立又は緊迫して

いるような場合に、ロータリ ークラブならびに

ロー タリアンは、その問題の解決に役立つこと

のみを実行することが、重要なのであります。

CR I事務総長の書簡より）

,·········• .. ····•,···•·'••'••••,••,···••'••'••··••'••'••••,·······.. ・、.............................,. .ヽ................, ...........................、......•': 

： ロータリー財団週間を迎えて ；： 

-: 11 月 15 日 ~21 日 —-- :. 
．． ＇ヽ.........ヽ................................................................................., ........、．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．ヽ.................., •• .-

ロータリー財団週間を迎えて各クラブでは適

切な行事計画を立て実行されたいのですが、特

にロータリ ー財団の最近の目ざましい活動およ

び活動懇開に伴なう資金援助については、クラ

ブ会長みすから十分なインフォメ ーシ ョンを一

船会員！こ与えてほしいと思います

＜財団奨学生候補者の推薦について＞

財団は、大学院課程、大学課程及び専門的訓

練補助金等のフ゜ログラムを通じて、焚なった国

民間に理解と友好関係を増進しようとしていま

す。今回は、1972~73年度に留学を希望する奨

学生の推鷹方をお願いする次第です。すてに近

畿圏各主要大学の学生課あて、本制度について

PRいたしておきましたが、現在数名の者から

カバナー事務所に問合せが来ている状態です。

そのつど、もよりのRCを通じて申込むよう返
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事をいたしておりますので、よろ しくお願いい

たします。

次＇こ、推薦要領を簡単に御紹介いたします。

◎次年度(1972-73)ロータリー財団奨学生候補

者の推薦については、下記諸項お含みの上、

貴ク ラブにてあらかじめ選考さ也、1_97_1笙4

月1日までにガバナー事務所に申請書及び関

係書類が到着するよう御配慮願います。

(1) 奨学金の支給される奨学生の種類

ィ．大学院課程 大学卒業の学位のある者

で1972年 7月 1日現在20オから28オの

独身男女。

ロ．大学課程 大学在学中の者で少なくと

も2年間在学の経歴のある独身男女。

年令は1972年 7月 1日現在18オから24

オの学生。

ハ．専門的訓練のための奨学生 学歴は問



わず、但し少なく とも 2年間その専門

とする職業に従事している経験者で、

年令は1972年 7J月：1日現在21オから35

オの者。独身、妻帯いずれでも可。

(2) 一般的資格

a健康にして留学希望国の言葉に通じてい

ること。

b国際理解と両国間の親善を深める熱意の

あるもの。

C 推隔クラブの地域内に居住するも のであ

ること。当該地区内にあ る学校に在学す

る者は、その学校の所在地ロ ータリ ーク

ラブより推薦すること。

(3) 不適格な申請者

a万ロ ータリアンの扶養家族、 実子、継子、

孫、兄弟姉妹並びにこれらの者の配偶者

b申請時においてすでに留学中の国に、叉

は奨学金年度開始以前の期間中に留学を

計画している国に、留学を希望する者

c単独で又は指尊者のつかない研究を望む

者

d医料のインタ ーン、 住込み実習生又は研

究生

e専門的訓練補助金を徒弟訓練又は技術教

科目の授業のために使用しようとする者

fロータリークラプが全くない国の居住者

(4) -費用について

1年間の留学中の諸費用は、個人的な費用

を除き 、往復旅費、学賀、滞在費な と勉学

に必要な費用は、財団から支給される，

(5) 申請方法

奨学金申請者は、申請者の本籍地のある地

区のRC、又は 申請時在学中の大学の所在

地区のRCを通ずること。専門的訓練補助

金申請者は、申請者の本籍地のある地区の

RC、又は 申請者の雇用されている職場の

ある地区のRCを通ずること。
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申請者は、タイフ゜印書して、1971年 3月15

日までに上記RCの幹事あてに 2部提出の

こと゜
その他、詳細はガバナー事務所から送付す

る「要覧」を参照して下さい。

＜本年の奨学金受給者数＞

当地区から RIへ推網した1971~72年度財団

奨学生は、既報のとお り、御宮知樹（大阪RC)

新喜久子（堺南RC)の 2人が決定発表されま し

た。 今回決定 した奨学金受給者は世界各地区合

計353人「（男215、女138)ですが、その 内訳は次

のとおり。

大学院課程奨学金 r241人

大学課程奨学金 63人

専門的訓練奨学金 43人

これらは世界59カ国から選ばれ、留学先は47カ

国に分れていますつロ ータリ ー財団が1947年に

奨学金制度開始以来の統計は次のように なり ま

9。

大学院課程奨学生 (1947より ）

大学課程奨学生 (1967より）

学問的訓練奨学生 (1966より）

合計

2,959人

222人

221人

3,402人

※外にグ）レープ 研究交換(1965より）1,224人

（※印は本年：が月末までの数字です）

上掲の うち、 日本各地区から 派遣され、ある

いは受入れた奨学生およびグ）レープ 研究生は本

年・5月30日現在で合計 199人にのぼります。

（受入れ） （派遣）

大学院課程 17人 72人

大学課程 [2人 10人

専門的訓練 1人 2人

グルーフ 研゚究 41人 54人

合］［計 61人 138人



＜財団の支出36億円を越す＞

今回発表された1971-72年度奨学生 353人分

を含めずに本年 6月30日現在、財団の支出累計

額は次のよ うに 1千万 ドル（邦貨36億円） を越

えま した。

大学院課程奨学金

グルーフ゜研究交換

専門的訓練奨学金

大学課程奨学金

※特別交付金

7,387,801米ド）レ

1, 525, 187 // 

661, 541 // 

525, 135 // 

53, 207 // 

10,152,871米ド）レ

(※印は世界理解増進に役立つ教育関係、又

は慈善関係の企画を、クラブあるいは地区

がみずからの資金により実施するに際して

特にロータリー財団が援助金を交付した金

額を示す）

＜ロータリー財団各クラブ別寄付率＞

地区内各クラブの財団寄付額ペーセンテージ

を凋べると 次のよ うにな っています。これは 9

月30日現在として RIから発表された数字で

す。 力，ノコ内の数字は昨年 6月末のパーセント

すなわち、過去 1年 3カ月間にどれだけ前進し

和田(300) 大阪南(400) 大

阪住吉(400) 大阪西(400)

高槻(400) 田辺(400) 枚岡

(300) 白浜(300) 八尾(300)

300形クラプ 徊坊(300) 橋本(300) 枚方

(300) 泉大津(300) 粉河

(200) 松原(200) 大阪阪南

(0) 大阪淀川(300) 新宮

(300) 吹田(300) 高石(200)

富田林(300) 豊中南(0) 貝

塚(200)

200%クラプ 門真(0) 箕面(0) 寝屋川(0)

大阪城南(0)大阪西北(0)大

阪西南(0) 大阪天満橋(200)

ロータリー財団へ世界各地区からの寄付額は

過去14年間、毎年その前年度を上回わ っており

ますが、本年 6月末をもって終った1969-70年

度は 1,947, 122米ドルにのぼり新記録をつくり

ました。 （前年度の寄付額はL537,000米ドル）

亘社会奉仕委員会より

森寿五郎委員長から の報告によれば、同委員

会では、再度にわたり会合討議の結果、次のとお

たかがわかります。 （年度途中に発足の大阪東 り本年度の目標を定めたとのことでありますc

淀、大阪柏原、塊東南の各R-Cは含ま吋う ——- --1. 青少年問題について ―

1, 100%クラブ 堺 (700)

1, 000%クラブ 大阪東(400) 那智勝浦(800)

800%クラブ 大東(200) 堺南(700)

700%クラプ 大阪(700) 茨木(500)

600%クラブ 大阪北(300) 和歌山東(600)

500%クラブ 有田(400) 池田(300) 和泉

(400) 泉佐野(300) 河内長

野(400) 守口(400) 豊中

(300) 和歌山(400) 和歌山

南(400)

400%クラブ 東大阪(300) 海南(300) 岸

警察当局と協力して青少年の補禅にあたるこ

とは、社会奉仕部門の重要な問題であるので、

本年度こそは、かけ声のみに止めず実効あるも

のとしたい。

2. 交通事故防止について
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交通事故防止は、一尼重要問題となりつつあ

るが、その大部分は、 トラソク 、乗用車等交通

車輌によるものが多い。竺察当局の交通取締！こ

期待する以外には方法はないが、我々自身が交

通事故を惹起しないこと 、また、我々としては

これにかからないよう注意すること。



3. 公害問題

我々自身の家庭又は工場等より 、公害の原因

となる煤煙、汚水その他汚物等を排出しないよ

う努めること。また塵埃箱を完備 して塵埃の処

理を完全に施すこと。 （裏道に捨てたり 、河川

に捨てる ことは禁物）。 不足の場所には塵埃箱

の寄贈をする必翌もある。歩行者及ひ自動車運

転者で、煙草の吸殻笛路上に捨てぬよう 、注意

を喚起すること。吸殻の火か火災の原因となる

こと は、度々報道されている。

4. 小さな祝切運動の批進

東大前学長の提唱した ところてあるが、これ

を推進するには資金の必要はないが、各人の勇

気と熱怠を必要とする。ロ ータリアン各自及び

その家族、あるいは近隣者か、その親切心によ

って級害を未然に1功ぎ得る。近頃、新間紙上、

幼児の誘拐等が市中の婦女子によって、未然に

防止できた例か多く兄 られる，

以上に要する経費は、大よそ各クラフのニコ

ニコ箱より支出できる程良のものと思わ柱る。

また以上 4項目 、あるいはその他各クラフに

特有な社会奉仕問題については、各クラプは 1

カ月 1回位は、スボ ット・インフォ ーメーショ

ンとして、例会において流されるようにしたい

ものである。

圏万国博例会を終って

万国博ロータリ ー例会管理委員長

竹中 錬一君 （大阪RC)

3年前に、例会管J叫委員長の大任をおおせつ

かっ た時は、 大変憂うつで、 不安でありまし

た。いろいろ手を尽し、こ辞退申し上げました

が、とうとう 引き受けざるを得なくなってしま

いました。しかし、案ずるより生むが安 しの諺

のとおり、今日御覧になりましたよう に、毎日

楽しく、例会を開くことができました。当初の

不安は、単なる杞変にすぎなかっ たようです。
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ところで、昨日までの 152回の記録を申し述

べますと、参加された主催ク ラブ数は、 232ク

ラプで、参加延人員23,380人、その内訳は、主

催クラブ出席会員 8,866人、主催クラ フの会員

家族5,467人、国内ビジ ター5,767人、国内ゲス

ト1,543人、外人1,737人とな っております。

1,737人 54カ国の外人の出席は、国際親善に大

いに役立ったものと思います。

1日の平均参加人員は152人、参加人員の一番

多かったのは、 5月19日の名古屋クラフの 248

人、一番少なかったのは、8月21日の津南、津

北の41人で、この日は、台風の影密てホストク ラ

ブの会員の参加が 4人 しかおりませんでした。

例会開始月1]から一番心を痛めておりました定

数 210名をこえた回数は、12回で、お断わり し

た人数は 、100人にもならない程の人数でした。

これから考えまして、 210名とい う定数を決め

られた組織委員の方々の頭脳は、コンビュータ

ー以上の正確さてあったと敬服いたしておりま

す゜

また、各クラフの皆さんが一番苦心された卓

話は、踊り 、歌等演芸か26回、個人の卓話か27

回、スライトが98回その他となっております。

以上のように、非常に盛会の うちに、無事万

国博例会を終了することかできまし たのも 、組

雛委員始め、近隣クラブ及び事務局の皆さんの

御援助、御協力の賜ものと深く感謝いたし てお

ります。 どう もありがと うこさいました。

（大阪RC週報より）

‘“””“”’“勿W//1/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

〈御注意までに＞
よくあ ることですが、Aクラブを退会 してB

クラブに移った場合、Aクラフの退会手続が未

済のため、両クラプ間にトラブルの発生するこ

とがあり ます。 こうしたことのないよ うに、B

クラブの理事会は、Aクラブの退会を確認 した

後、入会を承認するよ うに御注意をお廊いいた

しま す。



第 366区

有

大

御

橋

第376区 相手クラプ 創立年 会員数 第366区

田 Andong 安東 1963 30 I大阪北

東 Cheju 済 州 1963 25 . I大阪西北

坊 Chinhae 鎮 海 1961 33 i大阪南

本 Geochang 居昌 1968 26 '大阪西南

第376区相手クラプ 創立年 1会員数

I Yechon 醒 泉 1965 29 

Sunsan 

Taegu 

山

邸

善

大

枚 方 IHadong 

枚岡 IHamyang 

池田 IJinju 

泉大津 1 Jinyang 

泉佐野 I Kimchon 
I 

河内長野 ： Kyung ju 
I 

岸和 III'Masan

粉 河 IMilyang 
I 

松原 IOesung 

箕 面 iYoungchon 

寝屋川

大阪

大阪東

大阪 阪南

大阪城 南

Eu1ryeong 

Pusan 

Pusan-East 

Hapchun 

Waegwan 

.

,
9
 

東

陽

州

陽

泉

州

山

陽

城

川

寧

河

咸

晋

晋

金

慶

馬

密

義

永

宜

1968 

1968 

1966 

1968 

1964 

1963 

1965 

1966 

1966 

1969 

賓

疇

薗

庫

噂

，

ー

＇山

山

川

舘

釜

釜

東

肢

倭

大 阪住吉

大阪天満橋 ，

大阪西

大阪柏原

堺東 南

21 I新宮

30 

27 

26 

31 

25 

31 

， 古
向

33 I 高

Pusan-North北釜山

Pohaog 浦 項

Pusan-Ce!ltral中釜山1

Pusan-West西釜山 1

Chungmu 忠武！
Kimhae 金海

Samchunpo 三千浦

石/Sancheong 山清

槻 , Sangju 尚州

辺

中

南

山

東

南
山

山

歌

歌

中

歌

田

豊

盟

和

和

和

2
5
3
0
3
0
0
5
5
8
 

ー

27 

Ulsan 

YoungJu 

Yangsan 

山

州

山

蔚

栄

梁

Taegu-South南大邸

1969 

1954 

1968 

1963 

1968 I 

1968 

新設

新設 1 不明

1967 

1968 

1966 

1964 

1966 

Pusan-South南釜山

Taegu-East東大邸 i1961 

1968 I 

1959 

1964 

33 

86 

48 

41 

73 

58 

不明

23 

23 

27 

30 

28 

26 

66 

75 

50 

27 

亘韓国376区へ 「ロータリーの友」 を

月信第 4号掲載の、塚本直前ガバナーからの

「ロ ータリーの友」誌を、 376区各クラブあて

に、当地区各クラフから寄賠してはという御提

案に対し、上表のとおりの組合せで、実如する

ことに各クラブとも賛意を表されました。つき

ましては、上表記載の各クラブは、できるだけ

しま す。

お知らせ

直ペルー地震義捐金の集計

第 366区として、上記義捐金を取 りまとめて

参りま したが、10月15日をもってメ切らせてい

ただき、フィスカ）レエージェントあて下記の金

額を送金いたしましたので御報告いたします。

御協力ありがとうござい ました。

45クラフよりの寄付額 1, 163, 500円

面第629区 （ミシガン）から

国際青少年交換 (1カ年）のフ゜ログラムの申

入れがありまし た。

直訂正事項

カバナ一月信第 2号 7頁左側、上から11行目

後半を、 「三井物産ダラス支店長福島喜三次」

早い檄会 ！を実行に移 して下さ一ろようお願いわた —―
と訂正犀たします。

亘国際ポスターコンテストについて

中学、高校生を対象とする国際ロータリ ーの

第 2回 国際栄スタ ーコン テス トが 始まり まし

た。当 366区では、各 クラブで、応努作品から

1点をえらび、それを11月 1日までに、地区審

査委員会に提出し、さらに、各地区は、入賞作

品を 2点、71年 1月 1日までに、事務総長のも と

に届 くように提出することになっ ておりますc

参加作品に添付する参加書式は、世界理解週

間資料と共に、全クラブヘ送付してあります。
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掘津市正雀本町1-33-12

直播津クラプ新設、認証さる
掘津信用金庫正雀支店内

吹田クラブをスポンサークラプとし（特別代 （電話06-381-4481)

表細谷昌夫君）、 大阪府掘津市 （人口 5万8千 例会日は、毎週金曜日 12:30 

人）を区域とする新しい掘津クラフが、 9月26 会長北本佐一郎 幹事 熊 野 健次

日創立総会を開き 、誕生しました。 創立会員22 追って、同クラブは10月 9日付、RIから認証

名、例会場並びに事務所は、 されました。おめでとうこざいます。

, •. "'111,,. •"Ill,,, "<11,,., "111,,.. • '"lll,, • "Ii,,. ••1111,,. •1111,,. "1111,, •• ·•1111,. ' "lt11, .. •1111 , . •Ill 』,,. ..... ,,.'"""''""" 

9月 出席報 告
(Attendance Report for September) 

順位クラプ々例 会会員期初と出席率前月
心数数 の増減 順

順 位 ク ラプ名 例数会会員期初と 出席率 前月
敬 の 増 減 順

1 吉向 槻 4 53 + 1 100. 00 2 29 大阪阪南 4 49 +3 95.75 41 

2 稿 本 4 57 +2 100. 00 3 30 白 浜 4 42 +6 95.71 36 

3 丈阪西南 4 55 +3 99.55 8 31 大阪柏原 4 24 +3 95. 70 51 

4 箕 面 4 29 +l 99. 14 15 32 粉 河 4 27 -1 95.37 37 

5 恥 石 4 44 +2 98.87 19 33 御 坊 4 61 +l 95.32 1 

6 貝 塚 4 54 +8 98.61 28 34 大阪住吉 4 72 95.14 21 

7 大阪淀川 4 69 -1 98.53 6 
35 池 田 4 49 94.90 53 

8 和 泉 5 62 +4 98.33 4 
36 大阪西北 4 43 +5 94.77 49 

9 和歌山東 4 77 +6 97.98 5 
37 富田林 4 53 94.71 35 

10 吹 田 4 58 -1 97.81 20 
38 豊 中南 4 28 94.65 45 

11 堺 南 4 64 -1 97.60 16 
39 大阪東 4 87 94.35 32 

12 茨 木 4 52 +l 97.39 ， 
40 枚 岡 4 41 -1 93.80 40 

13 松 原 4 46 -2 97.29 18 
41 海 南 4 53 -1 93. TS 42 

14 泉佐野 4 55 -1 97.27 11 
42 有 田 4 49 -1 93.37 27 

15 豊 中 4 53 97.17 34 
43 大 東 4 33 -1 93.27 38 

16 岸 和田 4 58 -1 96.88 17 
44 大阪天満橋 4 57 +7 92.98 31 

17 河内長野 4 58 +2 96.55 23 
45 寝屋川 4 25 +l 92.00 26 

18 和歌山南 4 58 +3 96.52 12 I, 46 大阪城南 4 42 +3 91.53 47 
19 大阪西 4 94 +3 96.48 22 

47 大 阪 北 4 163 +6 91.40 39 
20 和歌山 4 95 +2 96.42 30 

48 堺 4 111 91. 01 33 
21 泉大津 4 71 96.38 10 

49 大 阪 4 289 -9 89.08 48 
22 東 大阪 4 55 96.25 14 

50 堺 東南 4 30 -1 88.34 50 
23 那智肪浦 4 34 -1 96.21 7 

51 守 ロ 4 52 +l 87.98 52 
24 枚 方 4 52 +3 96. 15 25 

52 門 真 4 24 -1 87.50 44 
25 大阪南 4 148 96.06 24 

53 大阪東淀 4 25 +25 79. 34 46 
26 新 宮 4 54 95.84 13 

27 田 辺 4 66 +l 95.83 29 合 計 213 3,249 + 78 5, 038. 66 

28 八 尾 4 49 -1 95.83 43 平均出席率 95.079: る

- 10 -
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DISTRICT 366 : GOVERNOR'S 

◎ onlhlり JiveUer 

第366区ガパナー

チI妙］え伯
区応各会長 及 ひ 幹 事 殿 主 て

月 芸
ロ｛『 （ク］：，＼

GOVER:---.:OR: HISAGliSじ ISEKI

OFFICE: 和歌山巾西汀丁 内田ビル 3階

Uchita Bldg_, Nishi-Migiwacho, Wakayama-sh, 

ADDRESS: P.O.BOX 5. WAKAYAMA 

和歌山局私訂匁 5号 6 4 0-9" 

TELEPHONE: 0734-22-0 8 4 7 

CABLE ADDRESS: INTEROTARY W.'¥.KAYA:.1.'. 

第 6号 （昭和45月12月 1日 発行） Ao. 6 December 1, 19 7 0 

------------へ、クー、_,-、ー＇ヘ ---

明春 1月を、再び会員増強の月間に :; 
, _____ , ー、_,-、"へ、_____,-,_, ー、----ッ---------へ

全クラブの会長が 8月中 に 1人の新会員を入

会させるというビル ・ウォーク会長要請の増強

計画の最終結果は、まだ判明いたしておりませ

ん。しかし 、多数のクラブにおいて、会員の増

強が実現したことは証明されております。そこ

で、 ビル会長は、今回新たに各クラフの会員増

強委員会 （注、会員推薦委員会が、こ のように

改称されました）がチームとな って、軌春 1月

中に、 1名の新会員を推薦し、入会させるとい

う新目標を示されたのであります。 ビル会長の

この新目標を、各ク ラブの会員増強委員会を活

発化させる方法として支持 し、推進させて下さ

い。また、 ロータ リーの会員となる特典をでき

る限り多数の有資格者と分かち合う方法として

採択し推進させて下さい。

われわれのうち何人も、 ロータリーを数や量

-1  

のために、増強を図ろうとしているのではない

のです。ロータリ ーは、クラ ブの中でパーテ ィ

シペートするメンバーとなる素質のある会員を

求めているのです。会員増強を強調する理由は

何かという質問に対して、ロータリークラプが、

奉仕のために多くの素質のある 、熱心なロ ータ

リアンI(qualified and involved Rotarians) 

を今日以上に必要としているためだということ

これが以上の質問に対する唯一つの解答です。

とうか 366区の皆さんも、 ビル会長のこの要

請にこたえて下さるよう 、お願いいた します。

この成果について、 2月中に各クラブの報告を

とりまとめて、 ビル会長に報告するこ とになっ

てお りますので御留意下さい。



圏「傍観者の時代」ではない

世界問題のある分析家は、われわれの時代を

「傍観者の時代」と呼んでいます。多くの人々

は、他人がそれぞれの責任を遂行しているのに

何らなすところなく傍観者の側に立つという傾

向を指してこういっているのです。

地域社会のリ ーダー、ンソフ゜の先駆者たるべき

ロータリアンでさえ、傍霞者の地位に甘んじよ

うとする人々の仲間になり下がる危険があり ま

す。

そこで、ビ）レ ・ウォ ーク会長は、各ロ ータリ

アンに、ロータリーによる奉仕活動を勧奨し、

人類の悩みであるギヤップを取り除くことに挺

身することを強調しているのです。

ロータリーに、 「傍観者の時代」の入りこむ

余地はありません。 CR Iニュースよ り）

,,,,,. ....... ,,, ........ ,,. ・・.....,,,, ....... ,,,,,, ・・...,,,,, ....... ,,,, 

l .C.G.F開催報告

·· ·····•····•····· ···········•······ ·····• ··· ·· ··········•"···"• •· ···· 

圃枚岡第 5組

第366地 区 第 5組の I.C. G. F. は、枚岡ク

ラブ例会場石切五洲l閣で開催されました。10月

3日（土）は、好天に恵まれ、大阪柏原20、大

阪天満橋15、大阪東16、門真 6、大東12、寝屋

川11、東大阪22、枚方15、守□15、八尾15、枚

岡40の計 187名の参加を得ました。会場は、ホ

スト枚岡クラブの努力で、和室大広間を利用し

マイクも多く用意され、ふん囲気にも細かい配

慮がなされている等、かなり苦労されたようで

した。

小松フォ ーラム委員長の開会のあい さつに続

き、岡ホストクラブ会員の歓迎のあいさつの中

で、特に最近チャ ーターナイトを終ったばかり

の大阪柏原クラブ全員の参加を賞賛されまし

た。 井閃ガバナーは、 RCは常に前進せねば

ならない、そのためには会員増強こそ大切であ

-2-

る。ま たロータリ ー財団の意義、隔りを取り除

こうの意味についてふれられ、秦孝治郎ゼネラ

ル リーダーは、 I.C.G.F. の持つ意味を強調

し、発言を大いに勧誘されまし た。来賓には、

ホスト枚岡RCの生みの親である中田守雄君

（大阪南）を迎えて討議に入りま した。

◎会務奉仕部門 リーダー行田一典（大阪東）

テーマ (1)ロータリーの拡大について

（会員増強と質的向上について）

(2)好ましい例会運営の具体的方法

優秀な会員増強については、各RCそれぞれ

努力され、チーム制による増強 （大阪）、青年

会議所卒業生の勧誘（東大阪） 、地区別による

増強（枚岡）等、述べられました。 リーダーか

ら、RCは高くとまっているという感じを捨て

広く紹介者を求めて会員増強に努力してほしい

と強調されました。それと同時に楽しい例会に

することが会員増強につながると各RCから述

べられ、女性のソング指導の実施等の具体例は

大いに参考になりました。

◎社会奉仕部門 リーダー長谷川善吾 （八 尾）

テーマ (1)社会奉仕の具体的実例について

(2)青少年問題に対する具体的な取 り

組み方について

テーマ(1)(2)を合わせ、各RCの具体例の発表

が行われました。青少年関係部門の奉仕に重点

を闘いている RC(枚方、天満橋、寝屋川、門

真）が多く 、特に八尾RCが価値ある業績賞授

賞に輝やく肢体不自由児慰問招待の及ほした種

々の好影響の報告が注目をひきました。 各R

C共同で社会奉仕を行うことも提案され（天満

稿）、社会奉仕のあり方にまで発展、効果的な

奉仕活動こそ大切で、たとえ小さ な問題であ っ

ても、また大きすぎて単独ではどうにもならな

いような問題（例えば公害問題）でも 、やはり取

り上げる必要があるとリーダーも強調されまし

た。



◎職業奉仕部門 リーダー熊井源之助 （東大阪）

テーマ (1)職業奉仕の根本的理解について

(2)職業奉（士の具体的方法について

最初リ ーダーより 、RCの会合には笑いとユ

ーモアか不足していることを指摘、京都の一人

物の脂菜奉（土に徹 した生き方によって、大会社

にまで発胴せしめられた具体例をユーモラスに

話さ 訊、笑いの中に も全員適切な例話に感銘を

深く しました。各RCの発表の後リ ーダーは職

業奉仕こ そ他の奉仕部門の中核にあるもので、

自分の職業を大切にすることが天職という考え

につながり 、職業奉仕の実践になることを強調

されました。 「奉仕こそ我が務め」の冊子活用

が各RCから何回も叫ばれました。

◎国際奉仕部門 リーダー西宮重明（守口）

テーマ (1)国際奉仕の好ましいあり方

(2)姉妹ク ラフの効果と永続性

姉妹クラプを効果的に永続させるためには、

根気弛い忍耐が必要で、先ずこちらの誠意を表

わす必要がある （大阪東） 、万国博を通じ友好

を深めた （守□）、 菜南ア ジア留学生福利厚生

基金に応募して協力している （寝屋川）等が穀

告されました。

◎一般討議では、京都の親子 2人を同時に入会

させた例の報告があり 、 リーダーより台湾のR

Cとの姉妹提携を勧誘され、卓話についての研

究を進め、ロータリ ー情報を大いに入れてほし

-3-

いと付け加えられました。

最後に井関ガバナーは、 各ク クプの特徴を十

分伸ばしてほしい と感想を述べられ、 更に韓国

の姉妹ク ラブヘのロ ータリ ーの友誌の贈呈運動

に対する協力、ローターアク ト結成に対するガ

バナー事務所の利用を訴えられま した。

~4 時間にわたる長い討議でありま し たが、 時

閏の経過も忘れる程熱が入り 、それそれの討議

時問も短か過ぎると思われるくらいで、成果の

あったこ とを感銘深く思いました。なお、次年

度ホストクラブは、大阪東RCが引き受けて下

さることになりました。..... 

直松原鼠第 6組

第366区第 6組 I.C. G. F. は、10月17日（土）

松原RCをホス トクラブと して、羽曳野市民会

館において開催された。参加人員は、大阪RC

14名、大阪西RC13名、河内長野RC24名、富

田林RC23名、大阪城南RC20名、大阪西北R

C9名、松原RC41名、合計 144名であった。

当日は、井関ガバナー、 原田秀雄ゼネラル リ

ーターの御指導により 5時間余りにわたり 、熱

心な討議がなされた。

フォ ーラムは、開会式にひきつづき、井関ガ

バナーより 、 「和やかに、成功裏にフォ ーラ ム

を進行されたい」とのあいさつがあり 、つつい

て原田ゼネラル リー ダーから 、次のようなあい

さつがあった。

「I.C. G. F. は、毎年同じこ とをくり返 し

ているのではなく 、新旧の会員が一同に会し、

ロータ リーの方針や内容を検討するこ とは、 ロ

ータリーの進歩とつながるものてある。

フォーラムにおける部門別の討議にさいして

は、参加会員の各位が活発な意見を盛り上げて

いただくと共に、所期の目的を達成されたい」

次いで、クラブ奉仕部門、職業奉仕部門、社

会奉仕部門及び国際奉仕部門の順に討議に入っ



た。各部門別 リーダーの積極的な参加者への呼

びかけが功を奏し、討論は白熱し、近年まれに

見る内容のある フォーラムの進行を見る に至っ

た。

◎クラプ奉仕部門 リーダー児山圭佑（河内長野）

先づ提案事項の説明がなされ、各クラブ毎に

"Bridge the Gaps"ぶはクラブ内の親睦におい

て、如何に実行に移されているか、と いう提案

について、友好委員会の設置、或いはこれに類

する組織をもって運営にあたり 、かつ各クラプ

とも個人的なグ）レーiフ゜の形成を避けるととも

に、心の隔りがないように努められている、と

の報告があった。また、ロータリー情報の、会

報や週報への取り 上げ方に関する輿味の持たせ

方について、いろいろな提案がなされた。しか

し、 概して腿味の持たせ方にも限度があるの

で、結局、 会報や週報を読ませる努力が、一方

において是非必要であるとの提案がなされ印象

的であった。

◎転業奉仕部門 己リーダー川端71駿吾（大阪）

提案事項の説明がなされ、リーダーの発言を

指名しない方式が、こと のほか会場を盛り上げ

た。

先づ、 「職業とは何か」という提案に対し、

「職業奉（士の勘どころ」という文献の良さが指

摘され、親切を加味する奉（士がクラブの中に芽

ばえるべきだ、という報告が多くみられた。次

いで、 「文献を読む」という提案に対し、 発言

者の内容にひ益するところが多かった。フォ ー

ラムの中で、一同が「 4つのテスト 」を読み上

げ、参加者はフォ ーラムの意義を、いやが上に

も認識させられた感がある。

リーダーから、正し く経営 し、利潤をあげ奉

仕に その利潤をま わし てゆく 奉（士の意義を強調

され、当該部呵の討議を、正に白熱のうちに終

了した。

◎社会奉仕部門 リーダー 益田乾次郎 （大阪西）

提案事項の説明につづき、まず「公害につい

て」 、各クラプより詳細な報告や提案がなされ

た。討論中、 「公害は、ロータリークラブの職

業奉仕以前の問題である」という論議と、 「職

業奉仕以前という にしては問題があ る」と いう

意見の若干の対立する ところ もあったが、公害

は人間が作ったものである以上、人間の手で回

復すべきものである 、お互いに公害に一屈の関

心をたかめたい、との結論に終始した。

ついで、 「義務教育制度の再検討について」

各種の議論がなされた。問題の特殊性にかんが

み、人間形成の秩序の確立される制度が望まれ

ている向の発言が多かった。

◎国際奉仕部門 リーダー杉本宗勝（富田林）

日本万国博を機会として生ま れた国際理解の

増進に寄与すべき、顕著な例が数ク ラブよ りな

された。大韓民国 376区との姉妹締結の状況に

関する各クラブの報告は、困難な様子の発言が

多くなされた。ガバナーはこの点について、毎

月ロータリーの友誌の贈呈の件を提案 され、そ

の実行方を要請された。

青少年交換の実例についても 、若干のクラプ

より報告があり 、国際奉仕部門の討議が終了し

た。

◎一般討議及び講評

原田ゼネラルリ ーダーは、 所用のため早退さ

れたので、井関ガバナーは、本フォーラムの結

びの言葉をも兼ねて、 「例会を明る ＜し、 歌の

時間を更に有効に生かし 、ロータリークラブの

内容を一層たかめたい」との言葉で結ばれた。

なお、フォ ーラ ム委員長は、宮道悦男、ホス

トクラブ会長は、馬場伝次郎、ホストクラ プ副

会長は、岡田績の各君であった。
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園 地区拡大委員会開催さる

11月7日午后 2時、新大阪ホテルにおいて松

島委員長ほか井上猛委員、小野寺裕委員、藤沢

元雄委員をまじえて開催、先ず松島委員長から

本年度になって栖津及び心斉橋クラブがすでに

できたが、次は豊中西と和歌山東南か可能性が

あるはずとの話があ り、藤沢委員から、和歌山

は難航しつつも前向き に和歌山市 3クラブの拡

大委員会で会議を重ねており 、11月17日にかな

り具体的な話が決定される予定であると状況報

告があり、また豊中西については、空港ビルを

中心に話をもって行けば可能なので、ガバナ ー

の協力、井上委員の協力により成功させたいと

の松島委員長の話があった。なお、豊中には千

里丘団地、万国博跡を中心に、もう一つできる

可能性があるとの話もあった。次いで小野寺委

員から、串本地区の難航の状況及び御坊周辺の

状況等の困難性についても、報告があった。そ

して更に、松島委員長は、次回12月5日（土）午

后 2時、豊中西と和歌山のキーメンや拡大委員

にもお越し願って、地区委員と懇談することを

提言され、一同これに同意して活発な委員会活

動のテーフ゜が切られた。大いに期待できる希望

に満ちた弟一回委員会であった。

画韓国376区へ 「ロータリーの友」を

ガバナー月信第 3号、第4号及び第 5号の関

連記事をお読みいただいていると思いますが、

各クラブは、毎月 、7~10部のロータ リーの友

を、それぞれの相手クラブに寄贈して下さるよ

うお願いいたします。

376区は、その後新設されたクラブがあり、

総数38RCとなりました。新設の相手クラブと

の組合せは次のとおりです。

（第366区） 大阪東淀RC

（第376区） 南海 NamhaeRC 
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なお、 「ロータリーの友」誌の郵送の宛名は

公式名簿 (OfficialDirectory)にあるクラブ

幹事あてにして下さい。

新設 3クラプ （忠武、金海、南海）のアドレ

スは、目下照会中です。

画 地区交換学生懇談会開催

11月13日、和歌山県経済センターにおいて、

各クラブ国際奉仕委員長、ガバナー及び地区委

員が出席して開かれました。この会合には、オ

ーストラリアからの交換学生MissOlywnAnn 

Grahamも来場され、また昨年度の交換学生の

家族の方も参加されて、にぎやかに開催されま

した。

世戸委員長より 、地区の交換学生についての

現状説明がありました。派遣学生については、

高校生又は大学生とし、またロータリアンの子

弟に限らず適当な方があれば資格が与えられま

す。派遣する場所は、米国イリノイ州、カリフ

ォルニャ州、カ ナダ、豪州である。先方よりの

交換希望者が、日本ブームのためか殺到してい

るのであるが、受け入れクラプが少ないので、

できる限り各クラブの協力を得てt受け入れた

い。費用については、旅費のみ自 己負担で、滞

在費は先方で持つようになる。受入側としては

その逆となる。地区よりは、 1人当り 3万円を

交付することになっていると説明がありまし

た。

次いで、玉井さん （橋本RC)から令息の交

換学生としての体験や、受入側としての状況の

お話があり 、交換学生として外国へ行かしてい

ただいて大変よかった、と惑謝の話がありまし

た。その後、出席の各氏からそれぞれ説明や質

問があり、交換学生のよさを十分認識していた

だきました。各クラブの国際奉仕委員長の皆様

も、この事業が "Bridgethe Gaps"に最も適

した行動であるとの観念を深くされ、協力を約



して散会しました。

この件につき、交換学生御希望の クラブは、

詳細について地区青少年交換歓待委員会委員長

世戸一夫（大阪南）まで御連絡下さい。

多数の交換申込が外国から参っておりますの

で、 366区各クラブの申込をお待ちしておりま

す。

A. 昨年度継続のもの、 649地区（イリノイ）

1名（短期数名もあり） 587地区（テキサス）

2名

B. 11月13日現在申込地区次のとおり。

(1) 267地区 （豪州N.S.W.) 1名

(2) 629地区（ミシカン） 1年間数名

(3) 587地区 （テキサス） 短期 5~6名

(4) 545地区（コロ ラド、 ネブラスカ、 ワイ

オミング） 1年間数名

(5) 709地区（オンタリオ） 1年間数名

直研究グループ交換チーム決定

11月 2日、午后2時から、 365区及び366区連

合の研究グループ交換委員会の選考委員会を開

催し、オー ストラリヤ向けチームの団長及ひ団

員を次のとおり決定しました。

団長 西川武四郎（大阪RCシニャ会員）

団員寺田 耕造（推薦クラブ、和歌山、28

オ、塾経営）

上家富靖 （推薦クラブ、堺、28オ、

児童福祉主事）

今村信雄 （推薦クラブ、大阪北、25

オ、資生堂）

待野勇三（推薦クラブ、大和郡山、

31オ、 塾経営）

村田 隆紀 （推薦クラブ、京都東、30

オ、京都教育大学助教授）

浜野 斉（推薦クラブ、京都、31オ

京都ホテル）

-6-

（補欠）木村研一郎（推薦クラブ、京都北、33

オ、京都国際ホテル）

園大阪心斉橋RC誕生

11月10日大阪心斉橋RCの創立総会が大丸百

貨店で開催されました。大阪RC及び大阪天満

橋RCの地域分割によ り大阪RCがスポンサー

となって立祇に設立されました。大阪RCの前

会長浅田敏章ガバナー特別代表が議長となり定

款細則及び理事役員各委員長等決定致しま し

た。創立会員28名、例会場、及び事務所は大丸

百貨店8階、例会日毎土曜日 (12時半より）、ビ

ジタ ーフィ ー1000円、会費 7万円、入会金 5万

円、総会毎年 3月初例会、会長中島蓬太郎君、

副会長柴田進二君、幹事村田徳次君、会計江藤

善士郎君、会場監督小林実君、当日出席者は井

関久楠カバナー、菊地秋夫大阪RC会長、録ロ

四郎大阪RC拡大委員長で、早速毎土曜 日仮ク

ラフとして例会を開催しております。ここに特

別代表初め砦さんの創立に至るまでの御努力に

対し深甚の感謝を表し 、将来の発展を衷心より

期待致します。

く御注意までにジ

④半年度報告その他について

7月 1日から12月31日までの 6カ月間の成果

をふり返り 、しめくくりをする時期が近づいて

おります。

各クラブは、半年度報告の準備をなし、また

年度半ばを経過した来春 1月早々において、ク

ラブの進展を検討するためのクラブ協議会を開

催するよう 、御注意を願いたいと存じます。



④標準ロータリークラプ定款、推奨ロー

タリークラプ細則の改訳について

上記について、すでに各クラブあて、 RI文

献東京事務所から送付し て来ていると思います

が、 各クラブは、 定款細則の変更をして下 さ

い。定款は、自動的に改正されておりますか ら

特に手続は不要です。

定款、細則いづれも、全面的に改訳されてお

り、会員推鷹委員会は、会員増弛委員会となっ

ていることに御注意下さい。

④雑誌週間 (MagazineWeek) 

1月24日から30日まで。各クラブは、今の う

ちから御留意いただき、適切な行事計画をたて

て下さ い。

今回は、ザ ・ロータリアン誌の60周年にあた

り、レビスタ ・ロータリア誌の38周年にあたり

ます。なおまた1971年の雑誌週間のテーマは、

"Our Magazine-Bridging the Gaps" とい

うこと になっています。

④ 11月 2日現在、世界のRC

RCの数 14,522 

会員の数 684, 000 048の国、地域）

新 クラブの数 (7月 1一日以降新設）

162 (33カ国）

④インターアクト、ロータアクト現況

8月17日現在、インターアクト・クラブの総

数は、2,773クラブ、66カ国で、6万2000名の会

員を数える。

ロータアクトは、596クラブ、 46カ国で 1万

L 500名とのことである。
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直出席報告について重ねてお願い

毎月の出席報告は、RI本部への報告の関係

上、メ切日に必ず着いていることが大切です。

最近、10クラブ程度は遅れ勝ちでガバナー事務

所も大そう困っております。

つきましては、 明春 1月及び4月は、 8日中

に必着、その他の月は 9日中に必着を励行して

いただきたいと思います。殊に、月末に例会日

を持たれるクラブは、必ず速達便で報告してい

ただくよう切にお願いいたします。

く提案＞

園東パキスタンヘの災害見舞金

先般の東パキスタンの災害については． 皆さ

まもすでに御承知と思います。見舞金の募集に

ついては、他地区においてもいろいろ計画があ

るようですが、366地区におきましても、この

機会に募金の計画を実施したいと思います。

1人当 りの募金額は、 500円程度とし、 12月中

旬までに、できるだけ取りまとめて送金したい

と存じますので、 御協力をお願いいたします。



1 0月 出席報告
(Attendance Report for October) 

順位 クラブ名 例数会 会数員 期の初増減と 出席率 前順月 順位 クラブ名 例会会数員期初増と 出席率 前月
数の減 順

1 古向 槻 5 53 +l 100.00 1 29 大阪東淀 4 26 +26 96. 04 53 

2 橋 本 5 57 +2 100. 00 2 30 泉佐野 5 55 -1 96.00 14 

3 嬰 南 4 65 100.00 11 31 大 阪西 4 93 +2 95.94 19 

4 和 泉 4 61 +3 100. 00 8 32 和歌山南 5 59 +4 95.91 18 

5 箕 面 5 30 +2 100. 00 4 33 豊中南 5 28 95. 72 38 

6 大阪淀川 5 68 -2 99.41 7 34 貝 塚 4 54 +8 95.37 6 

7 岸 和 田 4 58 -1 99.13 16 35 粉 河 4 27 -1 95.37 32 

8 大阪西南 4 61 +9 98.32 3 36 田 辺 .5 66 +l 95.08 27 

9 那智勝浦 5 34 -1 98.18 23 37 大阪北 4 163 +6 94.68 47 

10 新 舌凸 4 54 98.15 26 38 白 浜 4 42 +6 94.65 30 

11 和歌山東 5 77 +6 98.11 ， 39 枚 岡 5 40 -2 94.58 40 

12 河内長野 5 56 97.85 17 40 海 南 4 57 +3 94.44 41 

13 大阪阪南 4 49 +3 97.45 29 41 大阪天満橋 4 57 +7 93.86 44 

14 茨 木 4 53 +2 97.40 12 42 大阪西北 4 46 +8 93.48 36 

15 松 原 4 47 -1 97.34 13 43 枚 方 4 51 +2 93.24 24 

16 高 石 4 44 +2 97.16 5 44 八 尾 4 50 92.86 28 

17 泉大津 5 71 97.10 21 45 御 坊 5 61 +l 92.46 33 

18 和歌山 4 96 +3 97.00 20 46 門 真 5 24 -1 92.35 52 

19 富田 林 5 53 96.92 37 47 寝屋 川 5 25 +l 92.00 45 

20 吹 田 5 58 -1 96.84 10 48 大阪柏原 4 23 +2 91.30 31 

21 郎_"2. 中 4 53 96.70 15 49 守 ロ 4 51 90.27 51 

22 大 阪 東 5 88 +l 96.62 39 50 大 阪 5 290 -8 90.25 49 

23 堺 5 114 +3 96.38 48 51 池 田 4 48 -1 89.69 35 

24 有 田 5 49 -1 96.37 42 52 大阪城南 5 43 +4 89.27 46 
ヽ

25 東大阪 4 59 +4 96.25 22 53 堺東南 5 33 +2 83.51 50 

26 大 東 4 33 -1 96.21 43 ム仁 計 237 3,280 + 109 5,064.77 

27 大 阪 南 4 155 +7 96.17 25 平均出席率 95. 5696 

28 大阪住吉 5 72 96.11 34 
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（ガバナー月信第 6号追信）

il1972~73年 度第366区

ガバナー・ノミニー候補者

第366区 1972~73年度のガバナー ・ノミニー

候補者を選考するため、11月26日 （木）塊市民

会館において、国際ロ ータリー細則第13条 第 5

節 （へ） 項に基ずく 、 当地区ガバナー指名委員会

（委員長 塚木義隆）の各委員が出席 して、慎

重に審議の結果、大阪西ロ ータリークラ ブ会旦

大谷一雄君 （おおやかずお）を、全員一致推隈

いたしまし た。

大谷一雌君の略歴は、別記のとおりてありま

す。も し他の候補者を推隠されるク ラブがある

場合には、候補者指名に関するクラブ例会にお

ける採択決議案を、12月26日までにガバナーへ

御提出下さい。指定の期日までに決議寮の提出

がなければ、ガバナーは 、 「地区指名委員会」

の推応した候補者をもって、当地区の1972~73

年度ガバナー納指名者たるべきことを宣言い た

します。
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大 谷一雄君略歴

(Kazuo Ohya) 

生年月日 1902年 9月 8日 (68オ）

木 籟 官山県東砺波郡月波町本町1-]9

唄住所 れ11戸市煎位If区住吉東町 2丁目1-7

（屯話078-85-5864)

最終学歴 1928年3月

京都帝国大学社—̂、•学部卒業

職歴

芦，
冬

1928年 4月 住友合資会社入社

19,i7年 4月 日新化学工業 （株）訊務取締役

就任

1952年 8月 同社は(J:友化学工業（株）と改称

1956年 8月 同社専務取締役就任

1963年 2月 同社社長就任

1963年 5月 日本エクスラン工業（株）取締

役就任

1965年 2月 住友化学工菜 （株）社長辞仔

同社相談役就任、現在に至る

日本エクス ラン工業 （．株）取締

役会長就任、現在に王る

（大阪市北区堂島浜通1-25--1

屯話 344-1451)

現在、仝 日木剣道連開副会長兼四事長

章

1963年11月 ］紅綬褒章受章

1970年 7月 総理大臣賞章 （安全功労者）

ロータリー歴

1957年 7月 大阪西RC入会

1961~62年同RC会長

現在ヽンニャ ・アクティブ会員

（旧分類 アルミニウム精錬）
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RCT!RY INTERN!TICN!L 

゜
DISTRICT 366 : GOVERNOR'S 

◎ 』lilり ぷeUer

第366区ガバナー

チI孔］え伯
区内各会長及び幹事殿あて

月信（写）

GOVERNOR: HISAGUSU !SEKI 

OFFICE: 和歌山市西汀丁 内田ビル 3階

Uchita Bldg., Nishi-Migiwacho, Wakayama-shi 

ADDRESS: P.O. BOX 5 , WAKAYAMA 

和歌山局私書箱 5号 640-91 

TELEPHONE: 0734-22-0 8 4 7 

CABLE ADDRESS: INTEROT ARY WAKAYAMA 

第 7号 （昭和46年 1月 1日 発行） 航 7 January 1, 1971 

大阪RC公式訪問にさいして (1970.10.30) 
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新年のこ挨拶
井 関久楠

明けましてお目出とうございます。

私の最も思い出の深い1970年は夢のように過ぎ

去って行きま した。 しかし私には一生の内で最

も大きな数々の記念すべき記憶が残りました。

それは殆んど全部ロ ータリーに関する事件であ

りました。全くロータ リーに明け、ロータリ ー

に暮れた毎日であったといってもいい過ぎでは

ないと思います。 私がガバナーに指名されて引

受けるべく決意した時、これこそ奉仕の冒険で

ある と申し上げました。私はその冒険をあえて

冒した時、非常な勇気を必要としま した。

お蔭でその勇気が今も体内に こもっておりま

す。今日まで私は専ら家業を守りつづけ自身を

保持するために、外部へ向ってはずい分自分を

矯めて参りました。それが私の性格となったよ

うに思います。それが活動を失われようとする

晩年になって、しかも古稀を越えて活力を覚え

て参りました。人のため世のため、自分の出来



る範囲内で、何とかロータリーを通 して活動 し

たいと思う意慾が湧いて参りました。全くロ ー

タリーのお蔭だと思っております。そうしてそ

れぞれの事に当るに及んで、人の真心に触れる

事が毎日毎日の事柄にひびくように感ぜられま

す。何事にもこちらから真心をこめて接すれば

必ずそれに応じてくれる親切な心持ちをしみじ

み体得出来ました。昨年の暮れのある日 、吹田

RCの幹事さんが、わざわざガバナー事務所ま

で尺余の勢多迦童子の木彫り像を持参してくれ

ました。それは吹田 RC会長さんの運転手さん

が、今日までの無事故を感謝 し、また将来を咎

うため、余暇を利用して自ら手彫りする千体の

内の一体の寄贈でありました。それは結局僅か

数回の面識にも拘わらず、私が奉仕のために馳

け廻っておる事に共鳴を感ぜられて、喜捨され

た事だと考え、ありがた＜頂戴致 しました。

お蔭で案ぜられた公式訪問も、予定通り少し

の苦労もなく愉快に終りました。眼に見えない

家族の協力と 、日々接するロータリアン諸兄の

温い気持ちとに守られて果した事は、全く幸福

な事だと思います。もち論、ガバナーとしての

仕事は不充分な事が多いと思われます。しかし

それには私の誠意をもっ て、その償いは出来る

と信じております。年は進みました。 1971年と

なりあと半分はまだ残された仕事が沢山ありま

す。新らしいクラプ作りと地区大会とがその中

でも大き な仕事だと思います。湯王の盤の銘に

ある 「荀 （まこと）に日 に新にせば、日々に新

に又日に新なり」の格言を守って、更に自分の

心を新らしくする事によって、今日までの基盤

の上に更に新ら しく 、間断する事なく努力の積

み重ねをやって行きたいと思います。それがや

がてあらゆる方面への 市 ridgethe Gaps"へ

の努力になると思います。充分自らの責任を背

負っ て、手をつないでServiceの道を皆さんと

共に、活発に進も うではありませんか。

直 会員拡大・職業分類委員会報告

11月18日（水）午后 2時か ら、新大阪ホテルに

おいて開催されま した。出席者は、箕田貫一委

員長、木村茂委員、脇坂栄一委員、松野文治委

員のほか、井関ガバナーおよび垣本喜代治君（

和歌山） でした。

旧第365区の1969-70年度会員拡大状況は次

のとおりです。

1969年6月末 クラブ数 82 

会員数 4,710 

1970年6月末 クラプ数 89 

会員数 5,282 

年間増加 クラブ数 7 

会員数 442 (9. 4%) 

年間442の増加から新クラブ7の創立会員193

(4.1%)を差引くと、内部拡大は249(5. 3%) 

の純増でありま した。

今年度は、'7月から 9月まで 1クラブ増加、

会員数 78名増加しましたが、 新クラブ大阪東

淀クラブの創立会員24を差引くと、54とな りま

す。なおまた、増加クラブ25クラブに対し、会

員減少クラブ16、静止クラプ11あり 、これらの

クラブに対して、会員増強を計られるよう要請

したいと思います。

次に、職業分類についてでありますが、各ク

ラブの 8月中に作成を要請されている、充填未

填峨業分類一覧表の完成状況はどうか、また職

業分類は急速に流勁 しているが、新しい職業分

類の設定はどうか、戦業分類の著る しく偏在し

ているクラプについての対案はどうか等、協議

され、偏在ク ラプについては10%の基本線を守

って行く こと 、会員の平均年令の高いクラブに

ついては、若返りできるよう若い会員を増強し

て行くことが決定されました。
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日

直世界社会奉仕委員会（第 2回）報告

11月28日（土） 和歌山商工会議所会議室にお

いて、午后 2時から開催 されました。出席者は

委員長原田秀雄パストガバナー、委員吉田豊

（和歌山東）、長谷川善吾（八尾）、児山圭佑 （河

内長野）の各君、井関ガバナー及び藤沢地区幹

事でした。

決定事項は、次のとおりです。各クラブの御

賛同を得て、 366区のWCS活動として実行し

たいと思います。

A. きょ出金額、地区会員1人当り500円とし 、

概算 165万円となります。各クラブ過半数の御

賛同を得れば、きょ出をお願い申し上げたいと

存じます。

B. WC  S (世界社会奉仕）で取り上げる事項

(1) 社団法人日本キリスト教海外医療協力

会 CJOCS)のナイジェリア医療奉仕

事業（ビアフ ラ難民救済の宮崎亮博士）

に、100万円

(2) 斡国、慈行会（心身障害児救済事菜）

援助に、30万円

(3) 社団法人日本キリスト教救らい協会（

MTL)の沖縄救らい後援会事業に、約

35万円

但し、(1)については、 RIのWCS委員会の

副委員長斉木亀次郎君の手許にて、全日本から

集計し、適当な時期に一括贈呈されるよう希望

します。

以上が、WCSとして取り上げる事項であり

次の 2つについては、地区のWCSとしては取

り上げないこ ととしました。

(1) 東パキスタンヘの救援

RIの斉木wcs副委員長に よれば、W

CSでは取り上げないということなので

各クラブで自発的にきょ金して、ガバナ

ー事務所に集め、送金する。
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(2) 古切手集め 別項参照。

以上の 2つは、何れも大事業でありますが、ク

ラブレベルでは実行しにくい援助であるので、

地区を挙げて、皆で協力することは極めて有意

義であるということになりました。

＠古切手を集めようのよびかけ

WCS地区委員の 1人、 河内長野RCの児山

圭佑君の御説明によれば、 Joc s (キリ スト

教医療協力金）の事業は、非常に有意義であり----
また国際奉仕のよい事業なので、各RCの会員

が、各例会毎に古切手を持ち寄って、まとめて

河内長野RCに送っていただきたいとのことで

あります。集めた後のお世話は、河内長野RC

でやりますとのことです。同RCでは、2、3年

前から実行しておられ ．大そう 喜ばれていると

いうお話でした。

各クラプで御相談下さい。

＠東パキスタンヘの災害見舞金の集計

月信前号にて御承知のとおり、 1人当り 500

円の募金は、着々進行しており、 12月22日現在

17クラプからの募金額の総額は 572,700円とな

っています。

東パキスタンヘの送金方法については、前号

月信に12月中旬までに取りまとめる旨記載しま

したが、その後、ロータリー連絡委員会の柏原

委員長からの御連絡により、旭区毎に義捐金を

取りまとめ、国際ロータリ ーを通じて、東パキ

スタンのロ ータリークラブヘ送る方法によるこ

ととし、 366地区としても、 在日財務代行者へ

一括して送金 したいと存じますので、.1月末日

までにガバナー事務所までに御送金下さるよう

お願いいたします。

直地区拡大委員会開催

12月 5日午後 2時より、新大阪ホテルにおい

て開かれ、ガバナー始め松島、井上、小野寺、



藤沢の各委員が参集した。 （鏡山委員欠席）

当日は大阪空港を中心とする新クラブ結成を目

標として、その地域に関連を持つ大原正蔵（豊

中）、 松野文治（池田）両君の参加を願い、話

しが大いに進行した。近日中に両君を中心とし

て更に関係有力者に呼びかけ、是非実現に努力

する事を約した。

更に和歌山東南クラブも、その後結成の希望

が大いに実りつつある。即ち11月27日、12月 3

日の 2回にわたって、和歌山市 3クラブの拡大

委員会において、大体区域及びキ ーメン候補に

ついて、かなり具体的に話が進んでいる状況を

報告された。なお、泉南市、藤井寺市、羽曳野

市及び最近急に膨張した四条畷に、大いに拡大

の希望が持てるので、更にこの方面の隣接RC

に働きかけて実現を期そうとの松島委員長以下

の活発な御意見に心強さを感じた。

直 財団学友会懇談会に出席して

ロータリ ー財団週間にさいし、昭和45年11月

21日（土）、 18.00-20.00まで大阪YMCA第 1

会議室で学友会懇談会を開催した。

出席者は、塚本直前ガバナーを始め、奥村龍

三 （大阪）、 奈良伝（大阪）、浜光治（和歌山）の

各ロータリアンと、大阪周辺在住の学友、鞍智

匡章 （松下産業）、清水光（シャープ）、川島良

-(住友銀行）、御宮知樹（コンビュ ーター）、

里中忠彦（住友化学）、佐山和夫（和歌山県田辺

高校） 、新喜久子（美術関係）の7名で、欠席

者は、山本武雄、古谷庄太郎、今田純子の 3名

であった。

懇談会は、奈良伝君の司会ではじまり、 研究

グループの交換は、如何に国際親善と理解を深

めたか、について大いに語り合った。外国では

よく日本について質問を受けるから、日 本の実

情をよく把握して自信をもって答えること 、ま

た行く先々の外国の地理や風俗習慣なども勉強

して、積極的に交際する ことを強調され、国内

の学友会は、委員を選任し自由に集合する機会

をつくることなど、申し合わせた。また他国の

研究グルーフ゜から日本の学友に友情と感謝の書

簡が来ていることも報告された。

（財団学友会委員浜光治）

圏ガバナー被指名者宣言

ガバナ一月信第 6号(12月 1日付）追信第9頁

に、1972~73年度第 366区カバナー ・ノミニー
ぉ3っや

候補者として、大谷一雄君（大阪西）が地区指

名委員会によって指名されたことをお知らせじ

もし 他の候補者を推薦するク ラプがある場合に

は、 12月26日までにガバナーヘクラブ決議案を

御提出下さるよ うに付記いたしました。しかし

指定期日までにいずれのクラプからも申出がな

いので、国際ロ ータリー細則第13条第 5節（吋項

に基き 、大谷一雄君を第366区1972~73年度ガバ

ナー被指名者たるべきことを宣言いたします。

④第366地区年次大会近づく

昭和46年 3月 5日、6日

和 歌 山市県民文化会館において

すでに徊承知のとおり、 1970~71年度国際ロ

ータリ ー第 366地区年次大会が、以上のとおり

開催されることに成り 、井関ガバナーの統率の

下に、ホストクラブ海南RCを中心に、コーホ

ストクラブの和歌山、和歌山 東、和歌山南、有

田、御坊の各RCの全面的協力を得、和歌山県

下の各ク ラブ、大阪府下の各クラブの友情に満

ちた支援を受けて、目下準備に忙殺されており

ます。本大会は、本年度から365区が分割され、

366区が生れた最初の年次大会でありますので

大そう 意義深いものであり 、それだけに是非成

功裏に終らせたいと 、念願いたしております。

ホストクラプとしては、出席会員家族 1,300名
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以上を目標として諸準備を進めております。是

非とも会員家族多数の御出席をお願い申し上げ

る次第です。

年次大会には、特に御家族や御夫人の御出席

を歓迎いた します。御主人と共にロ ータリ ーを

学び、家族と共にロータリ ーを実践する又とな

い機会であります。

和歌山県は、近年先進県として産業経済の発

展めざましく 、また観光のメッカとして大きく

脚光を浴びるに至りました。

皆さんの心からなる御支援を得て、 「あらゆ

る面での断層を取り除こう」をテーマに、地方

都市としての、 ローカル色、郷土色ゆたかな大

会に、盛り上げたいと念願いたしております。

和歌山県は、木の国であると同時に、黒潮お

どる海の国でもあります。山は緑に、空青く 、

海また碧く、山の幸、海の幸ゆたかに、人情ま

たこまやかであります。

会員御家族皆さまの御来駕を心からお待ち申

し上げます。

なお、大会フ゜ログラムの要点は、次のとおり。

3月 4日（木） 9: 30 親睦ゴルフ

3月 5日（金） 9: 00 大会第一 日

13: 00 部門別協議会

15: 30 記念講演

講師古畑種基博士

演題「日本人の祖先はどこ

から来たか」

17: 15 余興

18: 30 祝宴

3月 6日（土） 9: 00 大会第二日

11: 55 郷土芸能

12: 45 閉会

園大阪東淀RC認証状伝達式挙行

大阪淀川RCをスポンサークラブとして誕生

した大阪東淀RCでは、 8月10日付RI加盟を

認証されましたが、11月19日午后 2時から大阪

東洋ホテルにおいて、認証状伝達式を挙行され

ました。

当日井関ガバナー、絹川 365区ガバナー、 塚

本直前ガバナー、直木太一郎、秦孝次郎、森寿

五郎、空地純一各パストガバナー並びに尾形ガ

バナーノミニーを迎え、参加クラブ49クラプ、

参加者総数 336名の出席のもとに、柴田喜三郎

特別代表の進行指揮よろしく、また特別参加の

東京西クラプの藤山一郎君の歌唱指専 も加わり

厳粛かつ盛大に式典を終了し、引つづき大阪R

c栗本順三君の記念講演「大阪の街づくり」を

拝聴、最後の披霰パーティーでは、藤山一郎君

指導の懐しのメロディー及びロ ータリ ー ソング

を中心に、 終始なごやかに、 かつ盛況のうち

に午后 5時予定とおり全祝賀行事を終了しまし

た。誠に御同殷に堪えません。同クラブの今後

の発展をお祈りいたします。

園堺東南RC認証状伝達式

昭和45年 5月14日発足、5月28日付RIから

認証された堺東南ロータリ ー クラブは、昭和45

年11月26日、堺市民会館において、井関ガバナ

ー、塚本直前ガバナーを始め、多数の来賓のほ

か、 スポンサークラブ偲RC、ホ ームクラブを

含めて 400名余の来会者の参加のもと 、極めて

厳粛裏に認証状伝達式を取り行われました。

式典は、磯野厳特別代表の開会の言葉により

始まり、同代表によるガバナ ー及び来賓の紹介

につづき、井関ガバナーから認証状か伝達され

ました。ガバナーの告辞、新クラブ大塚会長の

あいさつ、新クラブ会員の紹介の後、 ロー タリ

ー財団寄付金及び社会福祉資金の贈呈、各来賓

の祝辞につづいて、祝電の披露、記念品の贈呈

をもって式典を終りました。本チ ャーター伝達

式における特色は、RIならびにシカゴRCを
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始め、海外15RCから この日のために、お祝い

のメッセージが送られて来ており 、また多数の

バナーが送られて来ていたことであります。

なお祝賀行事における末永講師の講演、及び

茂山千作師ほかによる狂言「二人ばかま」も来

会者に深い感銘を与えたようであります。

圏和歌山ローターアクトクラプ

認証状伝達式

和歌山RCを提唱クラブに、和歌山東及ぴ和

歌山南の 2クラブを協賛クラプとして、昭和45

年 2月24日発会式を挙行 した和歌山ロータアク

トクラブは、11月29日（日）午前11時から、和

歌山市内県信ビル 7階において、認証状伝達式

を挙行した。来賓に井関ガバナー、 365区絹川

ガバナー、 塚本直前ガバナー、 366区ロ ータア

クト委員長古市実君を迎え、和歌山 3クラブの

ロータリアン約40名出席のもとに、ロ ータアク

トクラブ会員21名が出席して盛大に行われた。

参列者総数74名である。なお地区ロ ータアクト

クラプ代表と して、有田 ロー タアク トクラブ会

長金川光博君も出席して祝意を表された。

来賓祝辞と して井関ガバナーは、 "Bridg e 

the Gaps"に適合した組織が和歌山に出来て

うれしい、世代のギャップの橋かけ、相互の理

解反省に邁進されたい、とあいさつ、次に絹川

ガバナーは、国際ロ ータリーにつながる一員と

しての責任の重大さを認識し、国際人に成長し

てほしい、英語を勉強してもらいたい、とあい

さつされた。記念撮影後、会食に移り 、その間

塚本直前ガバナーからの心暖まる激励や詩吟を

拝聴、浴衣を着た若い会員の余興「紀州おどり

」があって、華やかに閉幕した。誠におめでた

いことであり 、心から同クラブの発展を祈っ て

やまない。

④大阪地区ローターアクトの会合

去る12月 2日（水）午后 7時から、大阪YM

CAにおいて、大阪南ロ ーターアクトが世話役

となり、大阪中央ロ ーターアクト 、大阪北ロ ー

タアクトの会員を招いて、合同の会を持ち、ゲ

スト ・スピーカーに、森下泰 ・仁丹株式会社社

長（大阪北RC)を招き、ロータ リー クラブの

社会的意義について講話をいただき、有意義な

会でありました。約60名の若いロータ ーアクト

の会員と、山中文和、山本利一、世戸一夫等各

君のロ ータリアンも出席しました。

〇研究グループ交換派遣生 Orientation

上記団員のオリエンテーションは、去る12月

5日 （土）午后2時から、ダスキン ・スクール

において行われた。参加者は、西川団長ほか 6

名の団員、絹川ガバナー、 塚本直前ガバナー、

尾形、野崎両ガバナーノミ ニー、 奥村、不破の

両地区委員長、浦谷、広田の各委員の合計15名

であ った。 次回は、 1月18日に行われる予定で

ある。
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くお知らせ＞

〇国際青少年交換について

世戸一夫委員長からの連絡によれば、649地

区（イ リノイ州）は、来年度 6名の交換を希望

しているので、特に和歌山のクラブで、希望者

を集めたいとのことであります。事前に先方へ

連絡を必要とするので、見込をお知らせ下さい

とのことです。

〇公式訪問の日取 （その 4)

2月 6日（土）

2月12日（金）

大阪心斉橋

掘津

なお、公式訪問の時間割その他については、

ガバナー月信第 1号、第 2号を御参照下さい。



〇大阪心斉橋RC認証

11月10日、創立総会が開催され、新しく設立

された大阪心斉橋クラブは、11月19日付、RI

から認証されました。おめでとうございます。

例会は、毎土曜日 、大丸百貨店 8階で行われま

す。

④新ポール ・ハリス・フェロー 3君誕生

堀 RC 磯野巌君

和歌山東RC 小笠原紀三九君

和歌山南RC 若月春雄君

ロータリ ー財団から、以上の 3君に、ポー）レ

・ハリス ・フェローの称号が贈られました。メ

ダルは、地区大会の席上、お渡しする予定です

④大阪柏原RCの新事務所

12月 7日以降大阪柏原クラブのアドレス、電

話番号は次のとおりですから 、お知らせいたし

ます。

大阪府柏原市国分本町1-5-1

（光洋精工株式会社 国分駅前連絡所内）

電話 0729-78-6173 

郵便番号 582 

なお、例会場は、従来どおりです。

④ 「ロータリアン読本」購読のおすすめ

神戸クラプの直木太一郎著 「ロータリアン読

本」は、神戸RCのロータリー日本渡来50周年

記念出版であり 、神戸クラブヘ御注文下されば

実費 1部 250円で、 わけて下さるとのことで

す。わずか38頁、知らず知らずの間にロータリ

ーが身につくように、という目的で、急所が簡

潔に書かれております。

御購読を切におすすめいたします。特に、新

入会員には、必読の書であると思います。

④雑誌週間 (MagazineWeek) 

1月24日~30日。各クラブが雑誌週間に参加

するよう計画して下さい。クラブの雑誌委員会

の仕事は、 1年を通じて連続的のものでありま

すが、特に1911年 1月のザ ・ロータリアンの誕

生日を祝うことによって、雑誌週間を主催し、

かつ推進させて下さい。

④クラプ新役員の選挙

標準ロータ リークラブ定款第 4条第 2節によ

れば、クラブの役員を選挙するための年次総会

は、クラブ細則の定める所に従い、毎年 3月31

日もしくはそれ以前に開催されなければならな

い、となっております。しかも年次総会を 3月

第 1例会日に開催するクラブが多いようですし

1カ月以上前からいろいろの準備が必要である

ことに御留意下さい。

④出席報告中の順位の訂正について

7月から LO月までの出席報告中、同率のクラ

ブが 2以上あった場合の取扱に誤りがありまし

たので、以後次のような扱い方に改めて参りた

いと思います。

同率のクラブが2以上あるときは、

会員数の多きを上位に、

また会員数も同じ場合は、

創立の古きを上位とする。

従って、例えば10月出席報告の 1~4位は次

のようになります。 1位、堺南、 2位、和泉、

3位、橋本、 4位、高槻。

④本年の地区協議会の日取決定

本年の地区協議会は、 6月12日（土） 新大阪

ホテルにおいて開催されることに決定しまし

た。ガバナー、 次期ガバナーを始め、各クラブ

の会長、幹事、 4大奉仕部門担当理事、財団委

員長、会報週報編集長は、出席義務者となりま

すので、御留意下さい。
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圏ロータリー財団へのクラプ寄付額

1970年11月30日現在によるロータリ ー財団の

報告によれば、第366区の財団寄付額は累計金16

0,504ドルで計算基礎となる 1969年12月末の会

員数3,051人で割ると 1人当り520ドル余、すな

わち500%平均となります。 クラブ別のペーセ

ンテージは次のとお りです。この中には本年度

承認の新クラブ3C大阪東淀、掘津、大阪心斉

橋）は含まず、52クラフを示します。

0%ClRC)堺東南

100%(1 RC)大阪柏原

200%(6 RC)門真、箕面、寝屋川、

大阪城南、大阪西北、大阪天満橋

300%Cl4R C)御坊、 橋本、枚方、泉大津、

粉河、松原、大阪阪南、大阪西南、大

阪淀川、 新宮、吹田、高石、富田林、

豊中南

400%Cl2R C)東大阪、枚岡、 海南、貝塚、

岸和田、大阪南、大阪住吉、大阪西、

白浜、高槻、田辺、八尾

500%(9 RC)有田、池田、和泉、泉佐野、

河内長野、守口、 豊中、和歌山、和歌

山南

600%(1 RC)大阪北

700%(3 RC)茨木、太阪、和歌山東

800%(2 RC)大東、堺南

1, 000%(2 RC)那智勝浦、大阪東

1, 100%(1 RC)堺

なお、11月のロ ータリ ー財団週間中に相当多

額の追加寄付を各クラブで集められたと思いま

すが、送金が届くのに日がかかっ てこ の表にあ

らわれてい ないのがたくさんあることと思いま

す。

直雑誌寄贈に対し韓国ガバナーより謝状

ガバナー月信第 5号所載のクラブ組合わせ表

に従 って当地区クラブから、韓国 376区の38ク

ラブヘ毎月「ロータリ ーの友」を 7~10部ずつ

寄贈してもらうことにしましたが、これについ

て第 376地区黄竜雲ガバナーから次のようなあ

いさつ状が12月7日付で塚本直前ガバナーのと

ころへ届きました。
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「ロータリーの友誌をお送り下さる計画は、

すばらしいアイディアで、 貴君へ感謝しま

す。ロ ータリ ー情報を伝える日本語の刊行物

で何かほかにあれば喜んでお受けしたい。韓

国ロータリアンの大多数は日本語か読めます

から。貴我両地区のクラブ間に密接な通信が

交換されるのは、両国間の Bridgethe Gaps 

を大きく進める ことにな り、これは日韓両国

にとり 、いま大いに必要とするところであり

ます。」

上掲の手紙に接して、塚本直前ガバナーからと

りあえず第357区編集の「職業奉仕委員長部会

記録」（神守源一郎P.D.G.の講話解説）を40

部黄竜雲ガバナーヘ送りました。組み合わせの

各クラブでも何か適当なものかあれば、自発的

に相手クラブヘお送り願います。

圃韓国第376地区RCのアドレス

第376区総裁（カバナー）黄竜雲氏の事務所に

ロータリ ーの友誌の寄贈先クラプのアドレスを

照会していたところ、こ の程下記のとおり回答

があったので、リ ストを掲載しますから 、御利

用下さい。今まで公式名簿記載の幹事あてに送

っていただいておりましたが、今後は、下記の

あて先の ロー タリークラブ(TheRotary Club 

of・・・）と して下 さい。なお、当地区の組合せク

ラブは、 かっこで示 してあります。



1. Andong 安東 （有田）

The Rotary Club of Andong 

121-2, Sinsaidong, Andong, Kyungsangpuk-do, Korea 

2. Cheju 済州 （大東）

76-4, Ildoil-dong, Cheju, Korea 

3. Chinhae 鎮海 （御坊）

761-35, Yeoja-dong, Chinhae, Kyungsangnam-do, Korea 

4. Chungmu 忠武 （大阪柏原）

c/o Hyundai Furniture, Hangnam-dong, Chungmu, Kyungsangnam-do, Korea 

5. Euiryeong 宜寧 （寝屋川）

329, Jung-dong, Euiryeong-meon, Euiryeong-gun, Kyungsangnam-do, Korea 

6. Geochang 居昌 （橋本）

236, Ha-dong, Geochang, Kyungsangnam-do, Korea 

7. Hadong 河東 （枚方）

2nd Floor, Baikyangsa, Wonai-dong, Hadong, Kyungsangnam-do, Korea 

8. Hamyang 咸陽 （枚岡）

Daihan Ilbo Press Office, Hamyang, Kyungsangnam-do, Korea 

9. Hapchun 映川 （大阪阪南）

Woojin Industrial Co. Ltd., Hapchun, Kyungsangnam-do, Korea 

10. Jinju 晋州 （池田）

c/o Dr. Chung's Surgical Clinic, Pyungan-dong, Jinju, Kyungsangnam-do, l¥orea 

11. Jinyang 晋陽 （泉大津）

153, Somun-ri, Munsan-meon, Jinyang-gun, Kyungsangnam-do, Korea 

12. Kimchon 金泉 （泉佐野）

c/o Munwha Center, Namsan-dong, Kimchon, Kyungsangpuk-do, Korea 

13. Kimhae 金海 （堺東南）

306-1, Dongsang-dong, Kimhae, Kyungsangnam-do, Korea 

14. Kyungju 慶州 （河内長野）

341-1, Whangodong, Kyungju, Kyungsangpuk-do, Korea 

15. Masan 馬山 （岸和田）

51, Susung-dong, Masan, Kyungsangnam-do, Korea 

16. Milyang密陽 （粉河）

178, Samun-dong, Milyang, Kyungsangnam-do, Korea 

17. Namhae 南海 （大阪東淀）

c/o Choi Sang Uk, Namhae-meon, Namhae-gun, Kyungsangnam-do, Korea 

18. Oesung 義城 （松原）

227, Dosu-dong, Oesung, Kyungsangpuk-do, Korea 

19. Pohang 浦項 （大阪住吉）

93-1, Duksu-dong, Pohang, Kyungsangpuk-do, Korea 
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20. Pusan 釜山 （大阪）

38, Zga, Daekyo-dong, Pusan, Korea 

21. Pusan Central 中釜山 （大阪天満橋）

1146-10, Choryang-dong, Pusan, Korea 

22. Pusan East 東釜山 （大阪東）

c/o Dongnae Tourist Hotel, Dongnae-gu, Pusan, Korea 

23. Pusan North 北釜山 （大阪西南）

c/o Sunglim Bldg., Bujun-dong, Pusan, Korea 

24. Pusan South 南釜山 （和歌山）

38, 2ga, Daekyo-dong, Pusan, Korea 

25. Pusan West 西釜山 （大阪西）

38, 2ga, Daekyo-dong, Pusan, Korea 

26. Samchunpo 三千浦 （新宮）

58-47, Sungu-dong, Samchunpo, Kyungsangnamdo, Korea 

27. Sancheong 山清 （高石）

281, Saek-dong Sanchung-meon, Sanchung, Kyungsangnam-do, Korea 

28. Sangju 尚州 （高槻）

c/o Rosana Clinic, Sangju, Kyungsangpuk-do, Korea 

29. Sunsan 善山 （大阪西北）

422. Dongbu-dong, Sunsan, Kyungsangpuk-do, Korea 

30. Taegu 大邸 （大阪南）

c/o Taegu Reconstruction Bank, Taegu, Korea 

31. Taegu East 東大邸 （和歌山東）

c/o Taegu Department Store, Dongsung-ro, Taegu, Korea 

32. Taegu South 南大邸 （和歌山南）

145-1, 2ga, Dongsung-ro, Taegu, Korea 

33. Ulsan 蔚山 （田辺）

128-6, Okyo-dong, Ulsan, Kyungsangnam-do, Korea 

34. Waegwon 倭館 （大阪城南）

230, Waegwon-dong, Waegwon, Kyungsangpuk-do, Korea 

35. Yangsan 梁山 （豊中南）

c/o Dong Man Kim, Pukbu-dong, Yangsan-meon, Yangsan, Kyungsangnam-do, Korea 

36. Yechon 醜泉 （大阪北）

74, Roha-dong, Yechon, Kyungsangpuk-do, Korea 

37. Youngchon 永川 （箕面）

c/o Mok In Sohn, Office of Monopoly, Youngchon, Kyungsangpuk-do, Korea 

38. Youngju 栄州 （豊中）

c/o Chamber of Commerce and Industry, Youngju, Kyungsangpuk-do, Korea 
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1 1 月 出席報告
(Attendance Report for November) 

順位クラプ名 例数会会員期初と 出席率 前月
数の増減 順

順 位 ク ラ ブ 名 例 会 会 員 期 初と出席率前月
数数の増減 順

1 橋 本 4 57 +2 10り.00 3 29 大 阪西 4 93 +2 95.38 31 

2 高 槻 4 54 +2 100.00 4 30 大 阪南 3 155 +7 95.21 27 

3 大阪淀川 4 68 -2 99.63 6 31 海 南 4 57 +3 95.09 40 

4 和 泉 4 59 +l 99.13 2 32 松 原 3 47 -1 95.03 15 

5 新 合凸 4 51 -3 99.08 10 33 貝 塚 3 54 +8 94.97 34 

6 和歌山東 4 77 +6 98.97 11 34 大 東 3 33 -1 94.95 26 

だ茨 木 4 52 +l 98.94 14 35 八 尾 4 51 +l 9470―44 

8 大阪西南 4 61 +9 98.36 8 36 有 田 4 49 -1 94.90 24 

9 河内長野 4 57 +l 98.25 12 37 岸和 田賢 58 -1 94.83 7 

10 堺 4 114 +3 97.98 23 38 大阪天満橋 4 57 +7 94. 74 41 

11 泉大津 4 71 97.83 17 39 大阪東淀 ~5 28 +28 94.01 29 

12 大阪城南 4 44 +5 97.69 52 40 池 田 4 51 +2 93.57 51 

13 箕 面 4 30 +2 97.50 5 41 枚 方 3 51 +2 93.47 43 

14 和歌山南 4 58 +3 97.42 32 42 豊 中 3 53 93.08 21 

15 大阪阪南 3 51 +5 97.36 13 43 門 真 4 25 93.00 46 

16 堺 南 4 66 +l 97.31 1 44 白 浜 4 41 +5 92. 73 38 

17 吹 田 4 60 +l 97.03 20 45 御 坊 4 62 +2 92. 72 45 

18 高 石 3 44 +2 96.97 16 46 大 阪北 4 163 +6 92.58 37 

19 東大阪 4 59 +4 96.93 25 47 大 阪東 4 88 +l 92.56 22 

20 和歌山 3 97 +4 96. 74 18 48 寝屋川 4 25 +l 92.00 47 

21 富田林 4 53 96.63 19 49 守 ロ 4 52 +l 90.86 49 

22 大阪住吉 4 74 +2 96.59 28 50 大阪柏原 4 23 +2 90.22 48 
咽

23 泉 佐野 4 56 96.47 30 51 大 阪 4 292 -6 88.93 50 

24 大阪西北 3 48 +10 96.36 42 52 豊中南 4 28 88.39 33 

25 田 辺 4 67 +2 96.32 36 53 揺 津 4 22 +22 86.30 

26 粉 河 4 27 -1 96.30 35 54 堺東南 4 36 +5 "、85.48 53 

27 枚 岡 4 40 -2 96.25 39 A ロ 計 207 3, 323 + 152 5, 144. 15 

28 那智勝浦 4 34 -1 96.21 ， 平均出席率 95. 26% 
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1 2月 出席報告
(Attendance Report for December) 

順位 クラブ名 例数会 会数員 初の期増減と 出席率 前順月 11 順位 クラブ名 例数会 会数員 初の期増滅と 出席率 前順月

1 大阪淀川 4 68 -2 100.00 3 30 和歌山南 4 60 +5 95.00 14 

2 和 泉 5 61 +3 100.00 4 31 和歌山 5 96 +3 94.94 20 

3 橋 本 5 57 +2 100.00 
I I 32 大阪城酎

4 44 +5 94.89 12 

4 高 槻 5 54 +2 100.00 2 33 吹 田 5 60 +l 94.62 17 

5 大 東 5 35 +l 99.39 34 34 豊中 5 52 -1 94.62 42 

6 御 坊 4 62 +2 99.18 45 35 大阪東 5 87 94.52 47 

7 茨 木 5 51 99.13 7 1 36 大阪西 4 93 +2 93.75 29 

8 堺． 南 4 67 +2 98.88 16 I I 37 大阪東淀 4 27 +27 93.59 39 

9 和歌山東 5 77 +6 98.40 6 38 枚 方 5 53 +4 93.58 41 

10 河内長野 4 57 +l 98.25 ， 39 枚 岡 5 40 -2 93.50 27 

11 大阪西南 5 64 +12 98.13 8 40 池 田 4 51 +2 93.14 40 

12 箕 面 5 30 +2 98.00 13 41 寝屋 川 4 25 +l 93.00 48 

13 泉 大津 4 71 97.46 11 42 門 六_ee、―l 5 25 92.80 43 

14 松 原 5 47 -1 97.44 32 43 粉 河 5 27 -1 92.59 26 

15 新 宮 5 51 -3 97.27 5 44 守 ロ 5 51 92.55 49 

16 高 石 5 43 +l 97.21 18 45 富田林 5 55 +2 92.47 21 

17 大阪西北 5 49 +11 97. 13 24 46 貝 塚 5 54 +8 92.22 33 

18 那智勝浦 4 34 -1 96.97 28 47 海 南 5 56 +2 92.00 31 

19 大阪阪南 5 50 +4 96.82 15 48 大阪心斉橋 4 28 +28 91. 97 

20 有 田 5 49 -1 96. 74 36 49 大 阪 北 5 161 +4 91.11 46 

21 泉佐野 5 57 +l 96. 13 23 50 大 阪 4 291 -7 90.99 51 

22 田 辺 5 67 +2 96.12 25 51 白 浜 4 41 +5 90.24 44 

23 大阪住吉 4 74 +2 95.61 22 52 堺東南 5 35 +4 87.43 54 

24 大阪柏原 4 24 +3 95.55 50 53 掘 津 4 22 +22 86.36 53 

25 堺 5 114 +3 95.50 10 54 豊中南 5 28 84.46 52 

26 大阪天満橋 4 55 +5 95.46 38 55 東 大阪 4 58 +3 78.13 19 

27 大 阪南 5 154 +6 95.41 30 ,A ロ 計 254 3,353 + 182 5,211.02 

28 八 尾 5 52 +2 95.20 35 平均出席率 94. 75% 

29 岸和田 5 59 95. 17 37 
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直ロータリー国際ゴルフ友交会

第 8回大会予告

International Golfing Fellowship of 

Rotaryの第 8回 世界選手権大会が、本年 5月

10日から14日まで、オーストラリアのメ ルボル

ンにある RoyalMelbourne Golf Clubにお

いて、72ホー）レ、ストロ ークプ レーで行われる

とのことです。各地区から 2人の参加を希望す

る旨、通知がありました。 (3: 月15日メ切）

〇東パキス タン災害見舞金の集計＿

366区として、1月末日までにガバナ ー事務所

ヘ御送金をお願い してお りま したが、 1月25日

現在、募金総額 1,334,000円、募金された クラ

ブ数は 、36クラプとなってお ります。御協力を

ありがとうごさいました。

なお、送金未済のクラブは、でき るだけ早く

おそくも 2月15日ま でにガバナー事務所 （会計

幹事、山中静口座） へ御送金をお顧いいた しま

す。

④各クラプヘロータリー資料送付の

お願い

昨年11月 1日から、日本ロ ータリ ー連絡委員

会に、クロータリニ二資料室が設けられ、主要な巴

ータリー文献を蒐集することになりましたので

各クラフは、次の資料を資料室あて御送付下さ

るようお願いいたします。

1. ガバナー公式訪問への報告書

2. クラブ年史

3. 月報、四季報 （週報は不要）

以上、1970~71年度のものから御送付下さい。

資料室の宛先は、（茜100)東京都千代田区有楽

町1-15有楽町ビ）レ10階1017号室日本ロ ータリ ー

連絡委員会資料室係です。

亘韓国学校へ日本図書を寄贈

韓国第 375地区よりの要請にもとずいて、同

地区内 の仁徳実業高等学校（ソウル市）あてに

日本の図書363冊を寄贈するため6月末積出の手

続きを進めていま したが、輸出許可に手間どり

ようやく 12月 8日大阪港より出帆の韓国船東洋

丸に積込み12日仁川港着、目下通関手続中、数

日中には上記学校へ届くことになったと同地区

呉善燥前ガバナーより12月17日付塚本直前ガバ

ナーヘ惑謝の知らせがあり ました。

◎ 宮 本 章 君 （堺南RC)の 「失望の旅」

当地区インタ ーアクト委員長の宮本章君（堺

南RC、堺市立工業高校長）が「失望の旅」と

題 して 270ページの欧米教育視察記を新刊され

ました。 鋭く 且つ細かい観察に敬服するととも

に 「失望」と書かれても教えられるところが多

いので紹介します。頒価 600円、 宮本章出版刊

行会発行（大阪市北区岩井町2-49古林ビル分室

内、宮351-2880)

（塚本パスト ・ガバナー）

④イン ドネシアにロータリー復活す

インドネシアにロ ータリーがlO年ぶりに復活

し、昨年12月7日、ジャカルタ RCの加盟認証

状をウォーク RI会長がみずから現地において

交付しました。

インドネシアのロ ータリ ーは1961年 3月27日

スカルノ大統領の命令で解散せしめられたので

す。当時のクラブ数17、会員数 539人でした。

スカルノの没落後、当地区の岡島美行ガバナー

らにより復活を企図したが、時期尚早で成功せ

ず、昨年東ケ崎RI元会長の骨折りでようやく

実現しました。新ジャカルタ RCは会員約40人

これで世界におけるロータリ ーは 149カ国にな

りました。
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代金前納 1部 2,000円

代金は、5月末日までに（クラプ送金日）前

金で予約して下さい。但し、 1月以降創立

の新クラプについては、創立以後6カ月間

を前金取扱期間とします。

送金方法

各クラプは、地区資金口座（垂井清之助）あ

てに、所定の期日までに送金して下さい。

圃ロータリー創立記念日

2月23日は、ロータリ ーが創立されてから66

周年の記念日 にあたり ます。

各クラブは、適切な企画にもとづき、意義あ

る記念日として下さるよう 、御配慮願います。

新聞、放送などへの情殻提供もお忘れないよう

に。

直クラプ理事、役員の選挙について

前号月信にて御注意申し上げましたが、3月

中にクラブの新理事、役員を選挙すること にな

っておりますので、御留意下さい。 なお、RI

理事会は、クラブ会長になるべき者は少くとも

一年以上前から選定されるような手続をとるこ

とをクラプが配慮するよう勧奨してお ります。

④幹事さんへお願い

国際ロータ リー会員増強委員会、神野太郎委

員長から 、各クラ ブの会員増減の調査を行う任

務があり 、毎月各地区ガバナーからの報告を集

計してRIへ報告する ことになっているので協

力を要請 されております。つきま しては、各ク

ラブの会員減少の場合の減少理由を、ガバナー

に送付する退会届に、明確に御書き下さるよう

お願いいたします。なお入退会変更届は、その

つどガバナー事務所へ提出していただくこと に

なっておりますが、遅れ勝ちのため支障があり

ますので、なるべく早く御提出下さるよう 、あ

わせてお願いいたします。

直インターアクトクラプ協議会報告

去る12月16日午後 2時より 、新大阪ホテルに

おいて、第365・366区イン ターアク トクラ ブ協

議会が行われた。塚本直前ガバナー、 井関ガバ

ナー、 尾形ガバナーノミニー、 小池第365区イ

ンタ ーアクト諮問委員長、京都西RC三浦氏、

（なお宮本第366区インタ ーアクト諮問委員長は

当日急病のため欠席）、京都市立西京商業高校、

堺市立工業高校、橿原学院高校、奈良市立一条

高校、大阪市立東高校の各インタ ーアク トク ラ

ブ顧問及び生徒、計33名が一堂に会した。

席上、 今年のインタ ーア クトク ラブ活動の反

省と して、韓国親善旅行、万国博奉仕活動、橿

原学院高校での地区大会及び各クラブ独自の活

動報告がなされ、活発に討議された。さらに、

来年の計画として、台湾親善旅行が論議された

が、時期はおくれてもよいから、できるだけ無

理のない方法で実現 してほしいという要望が出

された。また顧問と諮問委員との話し合いを、

1月に開催し、(1)年間計画の作成 (2)インタ ー

アクトクラブの今後の行き方、顧問のあ り方

(3)ローターアクトクラブの育成などについて、

話し合うことが決議され、最後に韓国訪問のと

きの 8ミリを興味深く観賞して、盛会のうちに

散会 した。 （川端博夫）

④会員拡大・職業分類委員会報告訂正

前号月信記載の上記報告中、次のとおり訂正

いた します。

年間増加442の増加とあるのは、 572 (12.15 

％）と、内部拡大249の純増とあるのは、379C 

8. 05%)と、 それぞれ訂正いた します。
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C.  

直 年次大会への出席勧奨

来る 3月5日、6日、和歌山市にある県民文

化会館において開催される第366区地区大会に、

各ロ ータリークラブ会員ならびに御家族の皆さ

まの御出席を期待しておりますが、特に前年度

京都における大会以後新設された各ロータリー

クラプにおかれては、全会員の御出席をお願い

申し上げます。すなわち、堺東南、大阪柏原、

大阪東淀、掘津、大阪心斉橋の各クラブは、全

会員こぞって出席されるよう 、おすすめいたし

可子―

直地区大会委員

＠プログラム委員会

委員長田村欽吾 （海 南）

委員垂井芳太郎（和歌山）

高木閑堂 （和歌山東）

保 井幸夫 （和歌山南）

平松 龍雄 （有 田）

小竹俊造（御 坊）

＠信認状審査委員会

委員長松島清重（大 阪）

委 員 菱川 和 夫 （ 和 歌 山）

坂本龍太郎 （池 田）

指宿孝博 —E-河内長野） 一

坂口友雄 （貝 塚）

＠選挙委員会

委員長福本栄一（岸和田）

委 員 本多 喜度 （守 ロ）

芦田泰三（大阪北）

播野林太郎 ( 堺 ） 

栗栖 一郎（新 宮）

＠決議委員会

委員長若月 春雄（和歌山南）

委員福原耕一（枚 方）

今井 秀雄（泉大津）

藤木厚 （豊中）

玉置良之助 （大阪南）

圏 日本 ロータリ ー連絡委員会報告

1月10日（日）、 東京ステーシ ョンホテルで

開催された上記委員会の報告及び協議事項のう

ち、主な事項は次のとおりです。

1. 本年 5月 1日~8日、 レークプラシッドにお

ける国際協議会の日本グループ討議 リーダー

として、平沢興君が委嘱されまし た。

2. 湯浅恭三君 （東京RC)は、本年 7月 1日か

らRI理事に就任することがきまりました。

対立候補はありません。

3. 森寿五郎万国博ロ ータリー組織委員長から、

4年間にわたる準備の後開催された万国博例

会の大成功は、全日本ロ ータリア ンの援助の

賜物であると謝辞が述べられ、15分間にわた

り詳細に報告、 「日本万国博会場内で世界理

解と友情の交換ーロ ータリ ー例会開催の報告

ー最終編」とい う冊子を出席者に配付されま

した。

4. 伊藤辰治パス トガバナーから 、1969~70年度

の日本における新ク ラブ74、本年度12月末ま

での新クラブ26、仮クラ ブ 7、拡大調査済及

び調査中の もの39、と の報告があり ました。

- 3-

直 「ロータリー日 本50年史」予約注文

について協力しましよう

注文部数 注文はクラブ単位で。

部数は、全会員用と、増加見込分ならびに

寄贈用をあわせて、少くとも 1クラブ宛、

会員数の 1割増の部数を注文するよう会長

ならびに幹事において特に御配慮して下さ

るようお願いいたします。追加印刷は不可

能ですから全員の御購読をおすすめいたし

-cl;_,__ 
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圃国際奉仕計画への登録

RIの第 706号パンフレソト (Projectsin 

International Service) に、各クラブが登録

されることをおすすめします。その内容は、青

少年交換、通信交換、例会フ゜ログラムの交換、

世界社会奉仕、アマチュア無線によ る連絡など

国際奉仕を実行する上に重宝な手がかりを与え

てくれます。登録のしめ切りは 4月15日までに

航空便で、 登録用のハガキをエバンストンヘ送

って下さい。申込のさいには、クラブ理事会の

承認を受け、かつ次年度の役員へ引ついでおく

こと が必要です。

圏財団奨学金 3口となる

昨年末12月29日付 ロータリー財団曾理委員会

エバンス委員長よりの来信によれば、69~70年

度中に会員 1人当り、平均して米貨 6ドル以上

の寄付をした地区に対して、更にも うーロの財

団奨学金を授与すること に決定されたと いうこ

とです。

昨年 7月 1日付を もっ て発足した当 366区に

ついても 、塚本直前ガバナーより財団への連絡

により 、昨年度の業績を考慮した結果として、

合計 3口の1972~73年度奨学金を受ける資格を

与えられたのであります。

従って、各クラブにおかれては、奨学生応募

の受付のメ切である 3月15日までに、3名の立

派な資格を有する候補者を選出されるよ う御配

慮願いたいのであります。

なお、御参考までに申 しますと、合計 2口を

承認された地区は、71地区にのぼりますが、当

地区のように合計 3口を承認された地区は、 1 

人当り 6ド）レ以上を寄付した地区であり 、これ

は当地区を含む数地区のみとのことであり 、 1 

人当り 12ドルを寄付した当 366地区に与えら れ

た特権であります。

この機会にあらためて地区内各クラブの御努

力と御支援にたいし、深甚の感謝を表する次第

であります。

圃会員増強月間 (January)の実績は？

ビ）レ ・ウォーク会長か らの会員増強について

の要請は、会員増強委員会の各メンバーは申す

までもなく 、各クラブの会長へ強調されま した

が、 （ガバナー月信第 6号参照）この 1月中の

実績 （新入会員の氏名、職業分類）を、なるべ

く速かにガバナー事務所まで報告 して下さい。

当方では、これをとりまとめて、RIへ報告す

るため是非必要ですから 、実績ゼロのク ラブも

その旨御親告して下さい。

圃拡大委員会報告

仮称和歌山東南RCは、かねて和歌山市内 3

クラブにおいて、それぞれ拡大委員を出し、共

同で拡大委員会を作り 、たびたぴ会議を重ねた

結果、漸く区域限界及びキーメン候補が選ばれ

るに至っ た。

12月末、和歌山南RCをホストクラブとし、

同クラフ若月春雄君にガバナー特別代表が委嘱

さ訊、 1月11日、第 1回結成準備委員会を開き

着々具体的に進行中である。

仮称大阪空港RCも、12月末にガバナー特別

代表に、豊中 RCの大原正蔵君と、 池田RCの

松野文治君の両君が委嘱され、具体的に結成が

進行中である。

-2-

以上両クラブとも、地区大会に問に合う よう

に結成されることが望ましい。

なお又、泉佐野RCにおいては、仮称泉南R

C結成のため、研究委員会が作られ、拡大への

明るい希望が持たれている。
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世界社会奉仕について ］ 

圃世界社会奉仕の日 (WorldCommunity 

Service Day)の設定

-3月28日から 4月 3日まで一一

R I会長は、新たに「世界社会奉（土の日」を

設定し、各クラフは、 3月28日から 4月 3日ま

での間のそれぞれの例会日をその日にあて、全

プログラムを世界社会奉仕に関する プログラム

とし 、本奉仕について会員こぞって検討の上、

本年度の奉仕計画を決定するよう要請されてお

ります。

その目的は、世界社会奉（士を通 じて、先進国

のロ ータリークラブが、開発途上国の他のロ ー

タリ ークラブと共同して、生活水準を向上させ

国際理解を増進させるフ ロ゚ジ ェクトを遂行しよ

うと することにあり ます。

諸国民の間の "Bridgethe Gaps"のため、

今年は国際関係を改善する手段 としての世界社

- 1 

会奉仕を強調する必要かある 、とビル会長はい

っております。 「世界社会奉仕の日」は、各ロ

ータリ ークラブの国際奉仕の努力をスタ ー トさ

せる日 ！こ該当するのであります。

当日のプロ グラム としての、特別のク ラブフ

ォーラム、会長スヒ°ーチ、援助を与える側の ク

ラブはどうすべきか、については、RIニュー

スに同封された リーフレ ット その他を、会長及

び国際奉仕担当理事においてよく検討され、実

行に移さ れる よう希望いたし ます。

[j] 1人当り 500円の募金のお願い

前号月信第3頁に記載 しましたが、366区のW

CS活動とし て、地区会員］人当 り500円、 概算

165万円を3の使途 （ナイジェ リア、 斡国、沖

縄）にあて ることについて、各クラブ過半数の

御賛同を得たもの とし 、きょ出をお願いいたし

ます。 各クラブは、地区資金委員、垂井清之助

口座あてに送っ て下さい。
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和歌山局私書箱 5号 6 4 0-9 1 

TELEPHONE: 0734-22-0 8 4 7 

CABLE ADDRESS: INTEROT ARY WAKAYAMA 

船 9 March 1, 1971 

ぐ本月の行事その他＞

0 3月 5日~6日、 366地区年次大会

和歌山市、県民文化会館において開催されま

す。 一同ふるって御出席下さい。

この大会には、R.I.会長か らの来信に よれ

ば、Dr.Tay Teck EngがWhayYee夫人と

共にR.I. 会長代理 として出席されるこ とに決

定しました。
→ ~ 

Dr. Tay Teck Engは、シンガポールにおい

て、歯科医院を開業されております。氏は中国

に生れ、シンガポールの大学を卒業 され、 学位

を有しておられます。 1954年以降ロ ータリアン

となり、現在はシン ガポール西RCの会員で、

元会長及び1967~68年度 330地区ガバナーをつ

とめられま した。

氏は現在、シン ガポールYMCAの副会長を

されてお り、がん協会、ボーイスカウト、マレ

ーシヤ歯科医委員会にも所属され、またマラヤ

大学、シンガポール大学の理事長、ボーイスカ
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ウト地区会長、マラヤ歯科医師会々長、校友会

々長、身障者救済会々 長、ジン ガボールがん協

会副会長等の仕事をされたことがあります。

④クラブ役員の選挙

このことについては、たびたび月信にてお知

らせしております。

この役員選挙の結果にもとずき、 1971~72年度

公式名簿に登載すべき必要事項の原稿を作成し

て、 RIに送って下さい。4月30日の メ切期限

におくれないよ うにお願いし ます。若 しあなた

のクラブに、公式名簿資料報告用紙が届いてい

なければ、直ち にロー タリー東京文献事務所に

請求 して下さい。

0ロータリー財団奨学生推薦のしめ切

1972~73年度財団奨学生候補者の推薦は申請

者の関係RCの幹事へは 3月15日まで、ガバナ

ー事務所へは 4月 1日まで到着す るよう御留意

下さい。本年は、当地区から 3名選出できます

から念のため。

世界社会奉仕日 (3月28日~4月 3日）

前号月信て申し上げましたが、何を目標とし

て "WorldCommunity Service Day"が設

定されたか、について重ねて申し上げて見まし

よう。

世界社会奉仕の日に、 各 ロー タリー クラプ

は、特別の ClubForumかその他の適当なプ

ログ ラムを、各例会日に実行 して下さ い。全世

界の ロー タリアンが、こ の日に世界社会奉仕に

献身する方法について、スビーチを聞き、論議

するのです。

世界社会奉仕によって、先進国のロ ータリ ー

クラプは、開発途上国の他のロ ータリ ークラ ブ

と共同し て、生活水準を向上させ、国際理解を

増進させるのに役立つプ ロジ ェクト を遂行す る

ことができます。

何故かならば、諸国民の間の隔りを除くため

に、国際関係を改善す る手段 として、本年は世

界社会奉仕に重点を置かざるを得ないと、 RI

会長はいってい ます。

世界社会奉仕 日の行事に参加する具体的方法

として、援助を与える側の クラブは、どうすれ

ばよいか。

(1) 直ちに世界社会奉仕計画資料調整室

(World Community Service Projects Lib-

raryーエバン ストン RI事務局） に手紙を出 し

て、 世界社会奉仕情報要請書式 (Information

Request Form)を請求 して下さい。 （ロータ

リー東京文献事務所で も、通常の書式で請求す

れば無料で入手できるかも知れません）

(2) この情報要請書式に必要事項を記入し、

工ハン スト ンに送付すれば、海外のロ ータリー

クラブが援助を要求 してい る2のプロジェクト

についての詳細な資料を入手できます。

(3) 上記の 2のうち、 1を選択しクラプに提

示して承認を求め、世界社会奉仕 日の例会でデ

ィスカスする のです。もち論、あなたの クラブ

がそのどちらかの計画を受諾するとい う義務は

何もありません。

(4) 例会ては、先ず世界社会奉仕についての

スピーナを行い、計画の説明をjふーし、一之之乙か

それを実行す るための決議を求める という 順序

になります。

◎世界社会奉仕 ProjectsLibraryに

ついて

昨年11月13日現在、世界中の ロータリアンか

ら、W.C. S. Projects Library C世界社会奉

仕計画資料調整室）に提起されたプロジェクト

の数は、409となりました。 これら のうち49の

プロジェクトは完了し ました。ライブラリーに

提示された最初のプロジェクト は、すでに完了
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ずみですが、 1967年11月22日にフィリビンの

385区 コタバト RCから提示されたもので、 郵

便局の電気通信システムの建設に要す る資金援

助でありました。

0世界社会奉仕の日の事業について

斉木パストガバナーのWCSニュース第 5号

に掲載された記事を御紹介いたします。

RIからこんな手紙が来ま した。 「世界社会

奉仕の日を Lady'sDayとして夫人達を招待し

て主旨徹底をはかり 、また報迫械関を招待 して

今実行していること、また実行せんとする計画

を発表してはしい。被援助国ては小学主等の作

品を援助クラ プヘ送って陳列するような手配を

してくれ」と。

そこて、折角の始めての世界社会奉（士の日で

すから、各クラブでこれにふさわしい行事を行

ってもらうよう 、御尽力顧いたいと思います。

360区がや ったア ンケー ト、即ち、 ライブラ リ

イを通して何か奉仕を行っているか、その他の

計画があるか、資金限度如何などについての意

見を各クラブから調査をしましたが、そのよう

な調査を してその結果をお知らせ願えるとあり

がたいです。

また、例会日には是非、世界社会奉仕に関す

乙卓話又は関係あるl匝両の映写芝ガ可竺筵行ずる――--

よう製地区クラ フヘ婆請願いたく、また一般公

開講演会の開催や、地区毎の委員長会議なども

考えていただきたいものてす。

参考映画としては、日本キリス ト教海外医療

協力会 （東京都新宿区小川町3-1、奈良常五郎

氏）、 日本青年海外協力会（東京都渋谷区広尾

町4-2-24小野正美氏）あて通信いただければ

適当なフィルムを貸与されます。

画各RCの特別 理事会開催のおすすめ

RI理事会は、各ロ ータリ ークラ ブの理事会

が、年に少くとも 4回、特別計画会議を開催し

て、 次の事項を審議するよう勧奨しておりま

す。

(1) ロータリークラプのプログラムや方針を

Reviewし、 それらがどの限度まで効果的に実

行されているのか

(2) ロータリ ー綱領の推進のため、何か特別

な手段方法を考えること

(3) 現代における時勢の動向に関心を持ち、

ロータリ ークラブが果しつつある機能を評価す

ること。

各RCの理事会は、クラブの通常活動にたい

し、クラブの最高運営機閃としての様能を果す

ばかりでなく、年 4回、特別理事会を開いて、

重翌問題の探究、たとえば地域社会や海外の二

ー ドに対し "Bridgethe Gaps"の実行を助け

る方策をクラブはとっ ているか、クラ ブの将来

に重要な影響を与える新しい頷向や先展か地域

社会の中に起っていないかどうか、を審議する

ことが望まれ るのです。

各クラプは以上の特別迎事会の構想を樹て、

直ち に実行に移されるよ う希望いたします。

圏1972~73年度RI会長に

Roy D. Hickman指名さる

RI会

長指名委

員会は、

1月7日、

全会一致

をもって

米国アラ

バマ州バ

ーミン ガ

ムRC会

員、ロイ ．

D. ヒッ
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クマンを72~73年RI会長に指名しました。

氏は、1935年以降バーミン ガムRC会員とな

り、RI第三副会長、理事、地区ガバナー等を

つとめられまし た。氏は米国テネシー州チ ャタ

ヌーガ生れ、ニューメキシコ大学を卒業され、

アラバマ写真印刷会社の会長をされておりま

゜
ォ
'

④新クラプ拡大の報告

(1) 仮称和歌山東南クラブは、10数回準備委

員会開催の結果着々と進行、 逐にその成果を

見、去る 2月20日（土） 創立総会の運びとなり

ました。スボンサークラブ和歌山南RC役員諸

君並びに和歌山、和歌山東、両RCの御協力に

対し お礼を申上げます。

(2) 月信第 8号報告の仮称大阪空港RCは、

その後豊中RCが単独でスポ ンサー、クラ ブと

なり 、名称も仮称豊中西北クラブと変更、大原

正蔵君が特別代表として引続きお世話願う事と

なりました。従って池田RCの御諒解を願い、

松野文治君の特別代表は解消さ していただき ま

した。今日ま での種々の御配慮を厚く お礼申上

げます。

④新ポール・ハリス・フェロー 4君誕生
- •. ― グー

和歌山南RC 長谷林平君

// 平野林平君

II 紀 俊嗣君

大阪天満橋RC 仁田順三郎君

ロータリー財団事務局A.Douglas Smithょ

り上記 4君にポールハリス・フェロ ーの称号が

贈られたとの通知がありました。メダル及びバ

ッヂは、地区大会の席上、お渡し致します。ロ

ータリ ー財団に対する御理解に満 こう の謝意を

表します。

④ 大阪淀川RC創立10周年記念祝賀会

1月13日 （水）新阪急ホテルにおいて厳粛且

つ和やかに会が進められた。同ク ラブは10年前

の 1月14日スボ ンサー クラブ大阪の特別代表松

島清重君によって、チ ャーター、 メンバー24名

で創立されたが、現在その地域西淀川及び東淀

川区の発展と共に、クラブもまた堅実な発隈を

続け、会員71名の中堅クラ ブとして充実した活

躍をしておられる。

当日 、RIビル・ウォーク会長よ りの メッセ

ージの披露あり 、ガバナー及び松島特別代表、

シスター、クラブ台湾高雄RC会長陳阿喜君の

祝辞、これに続き更に記念事業として地域消防

署の防毒マスクの贈呈式等が行われ、終って宝

塚歌劇団生徒の清楚な合唱余興あり 、祝宴の後

盛会裏に解散した。出席者約350名。

直台湾345地区大会に出席参加

台北市で開かれる第345地区 （台湾、香港、

マカオ） 大会へ塚本直前ガバナーを団長として

7クラブから 15名のロ ータリアンが参加するこ

とになりました。これは昨年の京都における第

365地区大会へ台湾各地のク ラブから 22人のロ

ータリアン および家族が参加してくれたので、

その答礼の意味をかねています。一行は 3月12

日 （金）大阪空港出発、13日（土了-1,r日（日）1(}) ― - -

両日台北市の地区大会に出席ののち、それぞれ

の姉妹 クラプを訪問して帰国の予定です。参加

するのは、和泉、京都北、大阪、 大阪東、大阪

西北、大阪淀川、八尾の 7クラブであ ります。

なお、第345地区には台湾36、香港 7、マカオ 1

合計44クラブがあります。

亘第376区（韓国） 地区大会

当366区の姉妹地区てある376区は、4月3日、

4日、 大邸において地区大会を開催します。塚

本直前ガバナーが出席されます。
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. . ....................... .. ........ .. .................. 、" •"、..................

~ 幹事さんへお願い：................................................................................ : 

※出席報告は、期日までに、速達便で必着を。

2月分は、 3月 9日（火）までに

3月分は、 4月 8日（木）までに

4月分は、 5月 8日（土）までに

5月分は、 6月 9日（水）までに

6月分は、 7月 8日（木）までに

残るところ 5カ月分です。遅れないよう 、み

んなのため、奉仕して下さい。

※国際大会への信認状の扱い方

来る 5月の国際大会において行われる審議採

決において、会員が大会に出席しないクラブは

信認1犬をガバナー・ ノミニーに寄託していただ

きたいと思います。所定の用紙に必要事項を記

入し、署名のうえ、ガバナー事務所へ 4月上旬

までに必ずお送り 下さ い。

圏札幌冬季オリンピック聖火台の寄付

1972年札幌冬季オリンヒ°ソク大会の聖火台は

札幌RCの発議により 、全国各地区のロ ータリ

アンの御賛同を得て、 年に 100円、 3カ年にわ

たって御寄付願うことになっておりますが、本

年 2月実施のフ゜レオリンピック大会に間に合せ

- _- ろ・め~ー 来年度の分蕊公＿り上ば工御払込主さる—―-

よう 、各クラブにお願いしてありますので御承

知おき下さい。

圃東パキスタン災害見舞金の集計報告

地区内全55クラブから 、総計 1,828,000円の

御寄付をいただきました。御協力まことにあり

がとうございました。 2月中に、斉木パストガ

バナーが、現地に赴かれ、目録を贈呈すること

になっております。お金は、 在日財務代行者へ

送金いたしました。

有田 (24,500) 大東 (19,500)
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御坊 (31,000)

東大阪 (29,000)

枚岡 (20,000)

池田 (25,500)

泉大津 (35,000)

門真 02,500) 

貝塚 (26,500)

岸和田 (28,500)

松原 (23,000)

守口 (25,500)

寝屋 川 02,500) 

大阪東 (43,500)

大阪東淀 03,500) 

大阪柏原 (ll,500)

大阪西北 (24,500)

大阪南 (82,300)

大阪住吉 (37,000)

大阪西 (46,500)

堺 (57,000)

堺東南 07,500) 

新宮 (26,000)

吹田 (22,450)

高槻 (50,000)

富田林 (27,500)

豊中 南 04,500) 

和歌山東 (38,500)

八尾 (26,000)

橋 本 (27,500)

枚 方 (26,000)

茨 木 (25,500)

和 泉 (23,500)

泉佐野 (44,500)

海 南 (28,500)

河内長野 (28,000)

粉河 (13,000)

箕面 (30,000)

郡智勝浦 07,000) 

大阪 045,500) 

大阪阪南 (25,000)

大阪城南 (20,000)

大阪 北 (80,000)

大阪心斉橋 04,000) 

大阪西南 (32,000)

大阪天満橋 (27,500)

大阪淀川 (36,000)

堺南 (34,000)

抵津 (ll,000) 

白浜 (36,000)

高石 (100,000)

田辺 (33,500)

豊中 (30,000)

和歌山 (60,000)

和歌山南 (28,750)

事務総長書簡より

④クラプ親睦委員会の名称及び

任務の改正

理事会は、推奨ロ ー タリ ークラブ細則第 8条

第 4節りを改正 し、そ の名称及び任務を下記の

ように改正することを決議いたしました。

い） 親睦活動委員会。 この委員会は、会員間

の知り合いと友誼を増進し 、組織化されたロ ー

タ リーのレクリエーション活動並びに社交活動

に会員が参加することを促がし、本クラブの一

般目的の遂行上、会長又は理事会が課する任務

を果すものとする。



④ 青少年と接する機会の多い

ロータリ アン

各自の職場で、青少年としばしば接する機会

の多いロータリアンは、青少年問題及び青少年

奉仕に関する知識を、クラブ内の他の会員と分

かち合うことが奨励されてし ます。その方法は

例会フ゜ログラムや関係委員会のフ゜ログラムを通

じて、各会員の青少年奉仕への自覚を促がす方

法をとることによって行うべきであります。

◎地区 ガバナーの 仕事の荷重軽減

地区ガバナーの仕事の荷重を和らぐことに関

連し、理事会は、各地区ガバナーノミニーが選

出され次第、でき得る限り早く 、地区委員会を

任命し、慎重に設定し運営され得る地区組織を

彼が地区ガバナーとなる年度のために就任に十

分先き立ち設置することの重要性を認めるもの

であります。

◎標準インターア ク トクラプ定款 の

一部改正

理事会は、

凶 標準インタ ーアクトクラブ定款第 4条の

条文中、2番目の文節を次のよ うに改正いた し

ました。

本クラプの会員は、提唱クラブの決定により

全員男子、全員女子、又は男女と する。

(B) インタ ーアクトに関する方針声明書の第

3項の「但1し」以下の条文を削 除いたしまし

た。

◎ 標準ローターアクトクラプ定款並びに

ローターアクトに関する方針声明の修

正

理事会は、ロータ ーアクトクラプの目的、提

唱者、運営の面に関する標準ロータ ーアクトク

ラプ定款並びにロ ーターアクト に関する方針声
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明の中の諸々の規定に修正を加えました。この

修正、改正事項を示す定款並びに方針声明の改

訂版は、出版され次第ロ ーターアクトク ラブを

提唱しておられ る各ロ ータリ ークラブヘお送り

いたし ます。

画イ ンターア クト並びにローターア クト

地区の設 定とその境界

理事会は、標記につき次のように決議いたし

ました。

lAl 若しも一つの国際 ロータリー地区内に 5

クラブ以上のインタ ーアクト又はローターアク

トクラブが存在する場合、インターアクト地区

或いはロ ーターアクト地区を設定することがで

きる。但し、そのような地区は、その境界を各

提唱ロ ータリ ークラブを包含する国際ロ ータリ

ー地区の境界と同一とする。

(B) イン ターアクト に関する方針声明書の第

21項（イ）の条文中の最初の一文節を次のように改

正する。

（イ） 若しも一つの国際 ロータリー地区内に 5

クラプ以上のインターアクトクラブが存在する

場合、インターアクト 地区を設定することがで

きる。但し、 その場合、インタ ーアクト地区の

境界は、各提唱ロ ータリー クラブを包含する 国

際ロータリー地区の境界と 同ーとする。そのよ

うなインターアクト地区内のクラブは、地区内

の会員の中からインターアク トガバナーを選挙

することができる。

(C) 同様に、ローターアク トに関する方針声

明書の第19項（イ）の条文中の最初の一文節を削除

し、そこへ上掲のインタ ーアクト に関する改正

文の中のイ ンタ ーアクト の字句をロ ーターアク

トに置き替えた条文を挿入する。



圃 会員拡大職業分類委員会よりお願い

当地区の昨12月末の会員数は、3,353名で初

期会員3,171名に対し、 182名 (5.74%)の増加

となっていますが、新クラブ大阪東淀RC25名、

掘津RC22名、大阪心斉橋RC28名、計75名の

創立会員を差し引くと、内部拡大は107名(3.38

％）ということになります。内訳をみますと 、

クラブ総数55C新クラブ 3)のうちで、会員増

加クラブは39で、 内部拡大 126名、創立会員75

名、計 201名の増加となっています。一方、会

員減少クラプは9クラブ、 19名の減少、静止ク

ラブは 7クラプであります。

会員増強につきましては、本年度初頭に、 ビ

ル、ウォ ーク会長より 、クラブ会長に、 8月中

に 1名の新会員を入会させる旨の要請があり 、

引つづき各クラプの会員増強委員会がチームと

なって、今年 1月中に素質ある立派な新会員を

1名推薦し入会させる という新目標を示されま

した。 （ガバナー月信第 6号）

本 ロー タリー 年度も残り 4カ月となりまし

た。立脈な会員の増加は、ロー タリ ーの活動強

化につながる前提条件でありますので、どうか

前半のペースを上廻る会員の増強に、一そうの

御協力をお願い申 し上げます。

％ クラブ数 クラブ名

0 3 大阪東淀、大阪心斉橋、掘津

100 1 大阪柏原

200 4 門真、箕面、寝屋川、大阪西

北

300 14 御坊、橋本、枚方、粉河、大

阪阪南、大阪城南、※大阪天

満橋、大阪淀川、※堺東南、

新宮、吹田、高石、富田林、

豊中南

400 11 枚岡、※泉大津、海南、貝塚

岸和田、※松原、※大阪西南

大阪住吉、白浜、高槻、八尾

500 10 有田、池田、泉佐野、河内長

野、守口、大阪南、※大阪西

※田辺、 豊中｀和歌山

600 2 ※東大阪、※和泉

700 1 大阪北

800 5 大東、※茨木、※大阪、※和

歌山東、※和歌山南

900 1 ※堺南

1000 2 那智勝浦、大阪東

1200 1 堺

宣委貝長 箕田 貫一＿） ＠ 口」ータリ-一ーの現況

直 ロータリー財団寄付額平均580%

本年 1月31日までの地区内各クラブか らロー

タリ ー財団への寄付額は28,898ドルに達しまし

た。会員1人あたり9ドル47。また、最初よりの

寄付額累計は 177,523ドルで、会員 1人あたり

58ドル18となり ます。平均 580パーセントとい

うわけです。各クラプの寄付額パーセント は次

表のとお りで、※印は 1月に達成した新パーセ

ントを示す。
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12月28日現在 049カ国、 地域）

RCの数 14,576クラプ

会員の数 689,250名

7月 1日以降の新設クラブ数 221 



圃各クラプのロータリー財団寄付額

寄付額の表示単位米ドル (1971.1.31現在）

ク ラブ名 6末9会年1員2数月1 本年度寄付額 寄付額累計 ノぐーセント 次のパーセン
トヘの必要額

A 有 田 47 333.75 2.743.90 500 76.10 

D 大 東 32 285.67 2,553.79 800 326.21 

G 御 坊 57 306.98 2,186.50 300 93.50 

H 橋 本 51 54.00 1,753.76 300 286.24 

東 大 阪 50 1,029.52 3,362.70 ＊ 600 137 .30 

枚 方 47 51 ,DO 1,594.48 300 285.52 

枚 岡 44 357.80 1,787.85 
I 

400 412.15 

I 茨 木 49 760.06 4,092.84 ＊ 800 317 .16 

池 田 47 141 .89 2,762.66 500 57 .34 

和 泉 57 386.70 3,501.16 ＊ 600 488.84 

泉 大 津 65 569.49 3,004.52 ＊ 400 245.48 

泉 佐 野 56 173. 78 3,□s4.3s I 500 305.62 

K 『月 真 24 480.04 200 239.96 

海 南 54 270 .01 2,291.03 400 408.97 

貝 塚 46 585.82 1,928.87 400 371 .13 

河内 長 野 57 326.00 2,904.76 500 515.24 

岸 和 田 57 236.01 2,587.79 400 262.21 

粉 河 24 27.00 891 .15 300 68.85 

M 松 原 49 407.03 2,005.84 ＊ 400 444 .16 

箕 面 24 39.00 480.03 200 239.97 

守 ロ 49 111.00 2,570.34 500 369.66 

N 那智勝 浦 34 387.25 3,489.49 1,000 250.51 

寝 屋 /II 24 40.00 I I 631 .93 200 I -8-8.-07 

゜
大 阪 288 1,702.13 23,660.96 ＊ 800 2,259.04 

大 阪
吉^  78 1,128.80 8,304,93 1,000 275.07 

大 阪阪 南 35 346.02 1,193.07 300 206.93 

大 阪東 淀 138.90 138.90 

大 阪 城南 34 284.68 1,032.73 300 327.27 

大 阪 柏原 21 240.02 240.02 100 179. 98 

大 阪 北 156 2,845.60 1 D, 979 .87 700 1,500.13 

大阪西北 35 302.02 1,013.06 200 36.94 

大阪心斉橋

大 阪 南 149 1,111.64 7,853.45 500 1,086.55 

大阪西南 42 i ,206. iO 2,046.16 ＊ 400 53.84 
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ク ラプ 名 6末9会年1員2数月 本年度寄付額 寄付額累計 パーセント
次のパーセン
トヘの必要額

大阪住吉 65 380.02 3,192.65 400 57.35 

大阪天満橋 50 700. 01 1,702.04 ＊ 300 297.96 

大 阪 西 86 837 .15 4,300.04 ＊ 500 859.96 

大阪淀川 66 69.00 1,996.17 300 643.83 

s 堺 107 2,474.78 13,756.82 1,200 153 .18 

堺 南 66 1,180.49 5,967.65 ＊ 900 632.35 

堺 東 南 31 1,201.93 1,201.93 ＊ 300 38.07 

摂 津

新 宮 56 83.00 1,850.69 300 389.31 

白 浜 38 369. 91 1,740.46 400 159 .54 

吹 田 60 220.11 2,355.60 300 44.40 

T 高 石 40 163.01 1,273.09 300 326.91 

高 槻 53 203. 01 2,446.02 400 203.98 

田 辺 64 205.00 3,210.06 ＊ 500 629.94 

富 田 林 53 187 .35 1,813.34 300 306.66 

豊 中 53 228.23 3,073.93 500 106. 07 

豊 中 南 24 49.00 789.06 300 170. 94 

w 和 歌 山 88 200.02 5,084.80 500 195.20 

和歌山東 73 1,739.08 6,361.06 ＊ 800 208.94 

和歌山南 51 1,817.28 4,313.56 ＊ 800 276.44 

Y 八 尾 45 404.02 1,971.08 400 278.92 

,A 口 計 3,051 28,898.07 177 . 523. 01 I 

＊印は、 1月に新パーセントに達したクラブです。
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1 月 出 席 報 告
(Attendance Report for January) 

順位クラブ名 例会会員期初と 出席率 前月
数数の増減 順

順位クラブ名 例会会員期初と 出席率 前月
数数の増減 順

1 御 坊 3 62 +2 100.00 6 30 大阪阪南 4 49 +3 95.41 19 

2 大阪西南 4 62 +10 100.00 11 31 大阪東淀 4 30 +30 94.85 37 

3 和 泉 4 60 +2 100.00 2 32 大阪 西 4 93 +2 94.82 36 

4 橋 本 4 56 +l 100.00 3 33 高 石 4 43 +l 94.65 16 

5 高 槻 4 55 +3 100. 00 4 34 池 田 4 51 +2 94.61 40 

6 大阪城南 3 44 +5 99.24 32 35 大阪住吉 3 73 +l 94.55 23 

7 新 宮 4 56 +2 99.08 15 36 富 田林 4 56 +3 94.55 45 

8 大阪淀川 3 66 -4 98.97 1 37 大 阪東 4 88 +l 94.07 35 

9 泉大津 3 68 -3 98.53 13 38 大阪南 4 154 +6 94.04 27 

10 大 東 4 35 +1 98.53 5 39 那智勝浦 3 34 -1 93.94 18 

11 茨 木 4 53 +2 98.44 7 40 和歌山南 3 60 +5 93.89 30 

12 河内長野 3 57 +l 98.25 10 41 枚 方 4 52 +3 93.84 38 

13 東 大阪 4 57 +2 98.15 55 42 大 阪 3 295 -3 93.68 50 

14 枚 岡 4 40 -2 97.52 39 43 堺 4 116 +5 93.20 25 

15 箕 面 4 29 +l 97.41 12 44 塀東南 4 33 +2 93. 18 52 

16 和歌山東 4 79 +8 97.40 ， 45 白 浜 4 42 +6 92.82 51 

17 松 原 4 46 -2 97.29 14 46 大阪北 4 162 +5 92. 79 49 

18 岸和田 4 58 -1 96.93 29 47 八 尾 4 52 +2 92.50 28 

19 海 南 4 57 +3 96.87 47 48 大阪柏原 4 24 +3 91. 40 24 

20 和歌山 4 97 +4 96. 70 31 49 揮 津 3 29 +29 91. 08 53 

21 堺 南 4 68 +3 96.64 8 50 貝 塚 4 53 --t-7 90.69 46 

22 大阪西北 4 49 +11 96.43 17 51 寝屋川 3 25 +l 90.67 41 

23 田 辺 4 67 +2 96.37 22 52 守 ロ 4 51 90.20 44 

24 大阪天満橋 4 55 +5 96.36 26 53 門 真 4 25 90.00 42 

25 豊 中 4 53 96.23 34 54 豊 中 南 4 31 +3 89.05 54 

26 吹 田 4 60 +l 96. 19 33 55 大阪心斉橋 4 28 +28 86.61 48 

27 粉 河 4 26 -2 96.15 43 合 言t209 3, 371 + 200 5, 245. 87 

28 泉佐 野 4 58 +2 95.69 21 平均出席率 95. 38% 

29 有 田 4 49 -1 95.41 20 
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第 10号 （昭和46年4月 1日 発行） 妬:10 April 1, 1971 

366地区年次大会終る

3月というのに今年は珍らしく寒風吹きすさむ中を

3月5日（金）、 6日（土）の両日、 366区第 1回の地

区大会が和歌山県の誇る県民文化会館で盛大に開催さ

れた。登録者 1,394名、ホストクラブ海南RC、和歌

山3クラブ、有田及び御坊クラプは、コーホストクラ

ブとして、いろいろお世話願った。前日から海南RC

の玉置大会委員長以下、海南RC全員出動で夜遅くま

で会場その他の準備におおわらわ、誠に客を迎える主

人役の涙ぐましい御努力には、ただただ頭が下るばか

りだった。又はるばるシンガポールから、 RI会長代

理としてお越しいただいた鄭徳栄 (Dr,Tay Teck 

Eng)博士夫妻並びに韓国376区次期ガバナー 朴正寛

氏の出迎えには、それぞれ海南RCの米元、冬野両君

並びに和歌山RCの菱川、小島両君に伊丹空港まで夜

おそく行っていただき感謝にたえないことであった。

3月5日（金）の第 1日は、 9時登録開始、寒かっ

たが天気は快晴で、さすがの大ホールも満員の盛況で

あった。ソングリーダー御前昌一君の指揮のもと「奉

仕の理想」で幕は切って落され、圭置大会委員長の開
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会の辞、内容充実した祝辞アドレスと、プログラムは

定刻通りスムースに進行、出席最優秀クラブは今年も

橋本RC、殊に 8名のボールハリス受賞者があって多

彩な大会に｀更に花を飾ることができた。

昼食は和歌山名物、小鯛の雀寿司に舌鼓を打ち、午

后は 1時から部門別協議会、これは 4階に各部門 1室

宛、各クラブ参加者、カウンセラ ー、リ ーダー、 SA

A約60名が討議に熱中、その前の部屋には茶室がしつ

らえられて約 100名が一度に椅子でお茶をいただける

しくみ、 5階の大会議室では 120名満席の会長幹事部

会が同時に開催され、各討議場には藤沢地区幹事の案

内で、 RI会長代理及び通訳の奈良伝君が次々と廻っ

て御指導をいただいた。

この間、部門別協議会に出席されない会員及び家族

は、住友金属工場見学（和歌山RC松阪会員の御世話

による）に行き、折よく出銑のタイミングよくみごと

な鉄の火の流れを見て快哉を叫び、また大会場では有

吉佐和子の映画「華岡青洲の妻」を観覧、又は会場の

ロビーシヨッビングを楽しみ、友愛の家で親睦を深め

られた。 3時半からは血液学の大家古畑種基博士によ

る特別講演 「日本人の祖先はどこから来たか」を聞き



感銘を深くした。

5時からの余典は、中村メイ子の名司会によって、

「歌は世につれ、世は歌につれ」のテーマで、東海林

太郎、神楽坂浮子、渡辺はま子、霧島昇、林伊佐緒、

和歌山放送児童合唱団によって、盛りたくさんの歌を

聞かせてもらった。

次いで、会場を和歌山駅前の農協会館に移し、午后

6時から盛大な希望晩さん会が、550名の出席を得て

催された。席上、塚本直前ガバナーの名詩吟、韓国朴

正寛氏の荒城の月等の隠 し芸まで飛び出して、なごや

かなうちに親睦の実をあげ、 8時半閉会とな った。

3月6日（土）第 2日は、地区大会の悪習慣で会場

は閑散、 9時に開会して部門別協議会の各リ ーダーの

報告があったが、何れも時間が足りず討議がつくせな

かったと、会員の熱のこもった討議のもようが想像で

きた。

次いで若月委員長の決議報告及び採決も、例年のマ

ンネリを破って、具体的に決議 2号、3号、 4号とそ

れぞれの「隔りを取り除こう」に協力を決議し、全員

拍手のもとに全決議案が採択された。

10時30分からは、 「日本ロ ータリー50年、 将来に望

む」のペネル討論会が行われた。去年は主に対外的奉

仕活動についての討議がなされたが、今年はモデレー

ターから主にクラブ内についての討議を希望するとの

ことで、フロアからの討論も加わって、いつまでも輸

入ロ ータリ ーでなく日本のロータリ ーに脱皮すべきだ

との声も出て、時間不足のため討議を尽し得ず、いか

にも残念であった。

研究グ）レーフ゜交換で出発する方々 、ロータリ ーフェ

ローの川島君、米山奨学生の黄君のあいさつその他が

あり、つづいて RI会長代理テイ博士の講演、最後に

和歌山県無形文化財としてのこされている藤白獅子舞

及び塩津いな踊りに興を尽して、会場正面にあらわれ

た「来年高槻で会いましよう 」の垂れ幕を見ながら、

螢の光で別れを惜しみつつ散会した。

ガバナー。アドレス

RI会長代理 TayTeck Eng御夫妻を始め、来賓

各位及び各地RCから御出席の会員並びにその家族の

皆さん。本日は誠におめでとうございます。遠隔の地

より未だ浅い初春の紀州路を訪ねられ、1970~1971年

の国際ロータリー第366地区年次大会を、今日ここに

皆さんと共に、新装の県民文化会館に持つ事が出来ま

した事を心からお喜び申上げます。

先づ第ーに申上げたい事は、 本日の年次大会が第

366地区が 誕生致しましてから最初の年次大会である

という事であります。

第二に1970年は日本へ初めてロ ータリ ーがはいって

から50年目の記念すべき年次にあたるという事であり

ます。

第三に本年のロータリ ーの目標は、 "Bridge the 

Gaps" という世界の人々が最も期待しておる重大な

時期であるという事であります。

日本ロータリ ーは戦後異常の発展を来た したのであ

ります。それは恐らく 、戦後民主々義思想がとうとう

と、一時に流れ込んで来て、それがロ ータリーに主流

となって流れておる世界平和の思想と結びついた結果

だと思います。全く世界各国驚異の的となってロ ータ

リーは発展して来たのでありまして、1971年1月31日

現在日本国内 1,044RCを数え、 我々志を同じくする

会員が51,781名に達する世界弟 2の盛んな国となった

のであります。 それらの原因から第365地区がパス ト

・ガバナー各位の御尽力により RI理事会を通過して

分割され、初めて第 366区が生れたのであります。現

在55RC、会員 3,371名、更に仮RC、和歌山東南、

予定RCに豊中西北もあり 、 昨年 7月1日より200名

の会員増強を見たのであります。

地匁もまた咋年14地区であったのが現在17地区とな

り、更に次年度 1地区増加の予定であります。

第二に1920年三井銀行常務取締役米山海吉さんが初

めて日本ヘロー タリ ーを紹介されてから、昨年で正に

50年の歳月を経過したのであります。由来日本人の国

民性として海外の長を取り 、短を棄て、我が国に適合

したものを造る事に妙を得、ロ ータリーもまた友愛と

奉仕の精神が、各地の眠業の指導者層の共鳴を呼び、

この50年間実に異数の発展を来たしたのであります。

ロータリ ー精神はもとより世界共通ではありますが

その精神は、日 本の神道叉は仏教、儒教の教えとその
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共通点を見出し、定款、細則を実に忠実に実行し、 例

えばその例会の出席率においても、実に優秀な実行カ

を示し当第366区1月末95.38形と、 95形を超過してお

るのであります。

次にロータリー財団の事でありますが、現在地区内

28,898ドルで会員 1人当り、 9.47ドルで最初よりの寄

付額は177,523ドル、 会員 1人当り 58.18ドルとなり、

平均580彩であります。又ポールハリス賞即ち1,000ド

ル寄贈者が 8名出来たのであります。同じく財団の費

用により研究グ）レープ交換派遣生が第 365区と合同し

て6名の青年が大阪RCの西川武四郎君がリーダーと

して 3月11日オーストラリアの70日間の研究に出発致

すのであります。世界社会奉仕におきましては海外医

療協力会を通じてナイジェリアヘ 100万円、韓国慈行

会の精薄児救済施設へ30万円沖縄救暉会へ35万円を寄

贈し、別途に東パキスタン災害見舞金として55RC全

部より 、 1,828,000円、 同じくペルー地震見舞金とし

てRCより直接送金の分を除き 45RCより1,163,500

円寄贈致したのであります。更に特に申上げたい事は

第376区と当地区との姉妹関係締結の事であります。

昨年 7月 1日より向う 3カ年間姉妹関係締結の文書を

交換致したのであります。その第一の試みとして当地

区内38RCより 第376区の38RCへ 「ロータリ ーの友」

誌約10部を毎月寄贈致す事と致し各RCよりそれぞれ

相手RCへ発送しておる事であります。

青少年奉仕としては、高校生交換として 3RCより

8名の交換生を決定し、インターアクト・クラブは 2

RCIZ:. 更に最近 1RC増加の予定であり、ローターア

クト・クラブは既に 6RCの提唱により活発に活動し

ておるのであります。

第三はRI会長の目標 "Bridgethe Gaps"に関す

る事であります。現在は正に断絶の時代であるといわ

れておるのであります。至るところ断絶の場面に直面

しております。

RI会長は1970年代の課題を理解するためには70年

代の人間を理解する必要があるといっておられるので

あります。青少年と成人、富める者と貧しい者、雇用

主と従業員、都会人と地方人、学生と教師等々、その

年代における人間を理解する必要があるといわれてお

ります。世代間の Gap、 社会的の Gap、人の移動の

Gap、経済的のGap等々 、 ロータリーはこれらの問題

を学び理解するための討論の場として設立させなけれ

ばならないのであります。われわれは会務奉仕、社会

奉仕、職業奉仕、更に国際奉仕について66年前1905年

2月23日、ロ ータリー創始の日にボールハリスが感じ

た精神即ちロータリー精神を今ここに呼びおこす事に

よって "Bridgethe Gaps"というこの課題を素直に

受けとめて実行に努力を傾けて行こうではありませ

んか。

ありがとうございました。

R. I. 会長メッセージ

皆さん、私は、ビル・ウォーク会長のごあいさつを

持って参りました。会長は、今日この大会への出席を

非常に望んでいましたが、 ロータリー年度中、 314の

地区の大会全部に出席することは不可能であります。

会長は井関ガバナーが果している立脈な業績に対し、

賞賛の言葉を申し上げるよう、また 366地区のロータ

リー奉仕の卓越した実績をほめたたえるように、私に

要望しました。会長はこの地区大会が、非常な成功を

収めるよう望んでおります。

私自身も、私の 330地区からのごあいさつを申し上

げたいと思います。特にシンガポールの 3クラブから

のごあいさつとしては、皆さまが来る 5月にシドニー

国際大会に出席される途中、シンガポールに立寄られ

ることを歓迎すると申しています。

1968~69年のマレイシャのビナンにおける地区大会

では、 RI会長代理としてバストガパナー元理事の松

本兼二郎君をお迎えしたことを喜んでおります。彼は

われわれの地区大会において立派に使命を果し、大会

の成功に非常に貢献されました。

今日私は、ビル会長の代理として大会に出席し、会

長と皆さまの間のギャップを取り除くことは、大そう

光栄に存ずる次第であります。

366地区は、新しい地区であり、この大会は366地区

となって始めての地区大会です。この地区の歴史を飾

るこのような重要な時に、私が出席したことは、本当

に名誉に思います。
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私はまた、古い友達に再会できるのではないかと思

っています。昨年、堺ロ ータリ ークラブは、大阪の歯

科看設学院の看設婦、小嶺喜美子さんが、ビナンの歯

科看護婦訓練学校で 6カ月の訓練コ ースを受けるスポ

ンサーとなりました。私は、小嶺さんがビナンの訓練

学校に入学許可を受ける手続をお助けいたしました。

ピナン ・ロータリークラプは、小嶺さんのヒ°ナン滞在

中の面倒を見、彼女は先月訓練を終えて、今大阪に帰

っています。私は、彼女を帰国途中、バソコクの地区

大会にゲストとして招待しました。

この計画のおかげで、私はここへ来る前からあなた

方の知り合いのような感じがしております。この計画

は、椀クラプとヒ°ナンクラブとの、366区と330区との

大阪とヒ°ナンとの、また日本とマレイシアとの、ギャ

ップを取り除いたことになります。また両国民の間の

理解を増進する ことに貢献 しました。

私は、日本のこの地区に友人をたくさん持っており

ます。大会の終ったあとでは、更に多くの友人を得る

ことでしよう。

今日の世界において、異った国民相互の友情と理解

が必要です。科学技術の進歩は驚異的であり、人類は

月にまで到達しました。 しかし、我々の世界にはお互

に平和に生活することを知らない地域も存在するので

す。ビル会長の言を引用すれば、

「私は、現代の世界の人々並びにこの70年代に最も

必要なことは、人々が共存の道を学ぷことであると信

じます。 1970年代の課題を理解するということは、70

年代の人々 ー一黒色、褐色、赤色、白色等、すべての

国々の人々並びに彼らの問題を理解する ことでありま

す。これは共存の道を学ぷという課題に対する基本条

件でありますn 我々は他の人々と通信する ことだけに

止めず、お互に理解し合うことを学ばなければなりま

せん。」

我々の社会には、 いろいろのギャップが存在しま

す。持てる者と持たざる者との間の経済的ギャップ、

先進国と開発途上国の間の科学技術上のギャップ 、年

輩者と青少年との間の世代のギャップ、人種相互間の

ギャップ、 2国間の意思疎通のギャップ、これらは一

例に過ぎません。 まだたくさんのギャップがありま
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す。ビル会長は、隔りを取り除くことを我々に勧奨し

ております。いわゆるこれらのギャップは、人間がひ

き起したものです。それ故、人間は、人間のひき起し

た問題の解決策を見出し うるはずであります。しかし

誰かが "Bridgethe Gaps"の過程をスタ ー トさせる

触媒の役割を果さなければならないのです。あなた方

ロータリアンは、この媒体となることが要請されてい

るのです。ロータリーの奉仕にあなたの努力を結集し

多くの人々並びに多くの青年をロ ータリーに加入させ

ることが要請されております。 "Bridge the Gaps" 

を効果的ならしめるために、我々の「機動力」を増強し

なければなりません。

日本のロータリー運動は、驚異的な割合で発展しま

した。 1920年に設立された最初のクラプは、東京RC

であり 、1949年に日本には 1つの地区しかなかったの

ですが、今日17地区、 1,044クラプ、51,781名のロー

タリアンがいるのです。新クラブが絶えず誕生してい

るので、この数字はもっと大きいものとなっているで

しよう。米国についで日本は国際 ロータリーの地区の

数において、世界第2の国となっています。

ロータリ ー財団への寄付の点では、日本のロータリ

ーは、非常によい成績を示しております。国際ロータ

リーの314の地区の中で、日本の358地区は、昨年ロー

タリー財団への寄付の点で、1人当り 34.70米ドルの

寄付をして第 1位でした。旧365区は、1人当り10.61

米ドルの寄付をして第 5位でした。同時に旧365区は、

200Slる地区でもありました。

世界社会奉仕の点で、日 本のロ ータリーはまた多く

の立派な貢献をされました。皆さま方も顕著な、価値

のある援助をされました。 私共の330地区は、日本の

各地区から、いろいろと援助を受けておりますが、

(1)タイ国の農村地帯での学校建築

(2)マレイシアにおける救急車の整備

(3)i/ンガポールの栄養貧血症研究所の施設

これらは、多くの計画中 3つの例に過ぎません。

世界社会奉仕は、人と人の間や、国と国の間に理解

と善意を作り出して行きます。世界は、このような理

解と善意とを必要としているのです。 日本のロータリ
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ーは、この必要をみたすため最も価値ある貢献をして

いるのです。

ビ）レ会長が指摘しているように、全く同じ人間とい

うものは存在しない、ロータリアンもそうだし、兄弟

や、双生児ですら全く同じではないのです。しかし根

本的に我々は、同じ抱負と願望を持っているのです。

そして同じ問題をかかえているのです。子供のためも

っと多くの学校を必要とし、病人のためにもっと病院

を必要とし、増加する人口のためにもっと住宅を必要

とし、労働者のためにもっと仕事を必要とし、高い生

活水準を求めております。また学生の不安の問題、不

具者、盲者、ろう者、精薄者を世話する問題、誰も世

話する人のない老齢者の問題、があります。孔子はい

っております。 「四海之内皆兄弟也」と e ロータリア

ンは「超我の奉仕」というモットーを持っており、希

望を達成するために相互に助け合い、問題解決のため

にお互に助け合わなければなりません。また "Bridge

the Gaps"のためにも助け合わねばなりません。すな

わち、開発国と開発途上国との間の工業上、技術上の

Gap、持てる者と持たざる者との問のGap、その他も

ろもろのGapを我々が取り除くことができるならば、

国と国、人と人との間の理解を生み出すことができま

す。また世界の平和と善意を作り出す長い道程を進ん

で行くことができます。

我々は、それができるでしようか。

此の課題に直面して、ある人々は新地区だから、新

クラブだから、或いは、なりたてのロータリアンだか

ら、というかも知れませんが、地区の新旧、クラブの

新旧、新しいロータリアンか古い会員か、ということ

は重要ではありません。重要なことは、あなたがロー

タリアンとして．ロータリーのため、クラブのため、

地域社会のため、人類のために何をなそうとしている

かということです。

むかしむかし、ある偉人は申しました。 「世界にあ

なたの持つ最高のものを与えなさい。そうすればあな

たは最高の報いを受けるであろう」と。我々は、もし

我々のもつ最高のものを与える決心をすれば、それを

なしとけることができます。

私は、ビル会長の代理として参りました。私はまた

―-5 -

あなた方の中の 1人として、ロータリーを分ち合い、

学び合うためにやって来ました。いっしょにビル会長

の "Bridgethe Gaps"の課題を受け入れようではあ

りませんか。国際理解並びに世界の善意と平和のため

に、 ロータリーの力を効果的ならしめようではありま

せんか。どうもありがとうございました。

Dr. Tay Teck Eng講演

皆さん、名残りおしいことですが、物事はいつかは

終りがくるといわれます。このすばら しい地区大会も

終りに近づきつつあります。

この大会を立派に主催された井関ガバナーに、心か

らおよろこびを申し上げます。また資料を提供し、討

論に参加された方々にも、同様におよろこびを申し上

げたいと思います。

私は、あなた方が、ロータリーの知識を獲得され、

他の方々の経験を通して得るところがあったと確信し

ております。私と同様に、すばらしい友情を味わい楽

しまれたことと信じます。会議が終れば、皆さま方は

ロータリーの綱領を効果的に実行しようという新しい

決意と熱情をもって、それぞれのクラブにお帰りにな

ることでしよう。さらにロータリーを広い地域に、多

くの人々の中に、拡大しようとする機会を探求される

ことでしよう。

あなた方は、クラブを強化し改善し、ギャップを取

り除き、ロータリーを通して、世界をよりよき世界に

することに再び献身されることでしよう。私はこの機

会に国際ロータリー理事会の最近の決議を御報告した

いと思います。

(1)国際奉仕賞プログラム

理事会は、原則として、理事会によって立案された

上記のプログラムを行う計画を承認しました。 これ

は、毎年審査を経て、国際理解に著るしい貢献をした

個人又は団体に授賞されるべきものとし、最初の授賞

は1971年の国際大会に実現することを目標として直ち

に実施することになりました。

(2)青少年功労賞

理事会は、顕著なすぐれた奉仕、信頼性及び指等能

力を実証された青少年に対し、ロータリークラブが青



少年功労賞を授与することを勧奨し、証書の書式を準

備しておいて、各クラプの利用の便に供することにな

りました。

(3)会員の増強

第一に、地区ガバナーは、地区の会員拡大委員会に

次のことを実行させるようにします。

(A) 直接に、ロータリークラプの増強委員会、特

に会員減少又は静止、もしくは微増クラブの増強委

員会にはたらきかけること。

(B) 地区の諸会合又は機関にたいし、会員増強に

関する情報を提供し、 要請があれば、クラプや会合

において、会員増強についてのフ゜ログラムを提供す

ること。

(C) 委員会の目的の遂行上適切な活動を実行する

こと。

第二に理事会は、地区ガバナーが、会員増強のた

めグルーフ゜代表を効果的に活用し、またグルーフ 代゚表

の任命にさいして、会員増強に関するその任務と責任

を特に明らかにするように勧奨しております。

皆さま方は、会員増強委員会をクラプの会員増強の

ために効果的に活用する事が大切だ思います。

(41有能な人をRCへ加入促進させる広報活動

理事会は、実業及び専門戟業の責任ある地位を占め

る青年が増大しつつあるので、ロータリークラプが、

かかる青年に加入勧奨する方策を工夫するよう 要請し

またクラブが加入勧奨を強調した広報宣伝を採用する

よう示唆しています。

私は、次に新366区のため、二、三の問題を論じて

見たいと思います。

(1)地区 7)財団活動について

旧365区は200形地区でありま したが、こち らに来る

前、新地区としてはまだ 100形地区ではないと思って

いましたが、昨日のガバナーの御報告によれば、ごく

最近 1009'る地区になったということ 、また本大会で 8

人のポールハリスフェローが受賞したということを知

り、この地区のすばらしい業績に対し心から賞賛申 し

上げたいと思います。また本日の受賞者の受取人とし

て、御婦人を 1人拝見して感銘いたしました。さらに

前進されるこ とを大いに期待しております。

(2)世界社会奉仕について

今月の末、 3月28日から 4月5日までは、世界社会

奉仕週間にあたります。おそらく他の地区の計画に援

助を与えることを考慮されることと思います。そこで

私は 1つの提案をしたいと思います。それは、マレイ

シアのある町の湖のある庭園を美化するため、日本人

の造園専門家のアドバイスを受けられるよう奉仕して

いただけないか、ということですa すなわち、あなた

方から専門家を送っていただくことと、大阪ヒ゜ナン間

の往復航空賃を負担していただくことであります。マ

レイシアでの滞在質、国内旅費は、タイピンのロータ

リークラブが負担いたします。この計画は、科学技術

上のギャップを取り除くことに役立つと思います。

(3)青少年活動について

この部門において、 366地区にまだ改善の余地があ

ると思います。現在2つのインタ ーア クトクラブと、

6のロ ーターアクトク ラブだけだと思いますが、もっ

と両方のクラプをふやす可能性を探究してほしいと思

います。 青少年の問題は、 緊急課題となっており ま

す。 世界人口の51s;; るは、 25オ未満です。青少年は、社

会でもっと大きな役割をもちたいという要望を強めて

います。彼らの権利をふやし、意見を聞いてほしいと

いう要望に対して、我々は彼らの声に傾聴し、共に行

動する必要があります。社会の中で責任ある役割を負

わせる機会を与えてやらねばならないと思います。権

利の要求に対しては、すべての権利は責任と義務とを

伴うものであることを認識させるように仕向ける必要

があります。我々は学生の不安の原因を取り除く手助

けをし、世代のギャップを取り除く必要があるのです。

(4)研究グループ交換プログラムについて
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366区では、 365区と共同して、 245区にチームを送

ることになっていると聞いておりますが、いつか私共

の330区と、研究グループの交換をしたいと望んでい

る次第です。

(5)国際青少年交換プログラムについて

昨年私の地区に、小嶺さんを送って下さいましたが

もっと他の人々を送り出し、また他の地区から受け入

れる機会をさがし出していただきたいと思います。

これらの研究グループ交換や青少年交換フ゜ログラム
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により、意思疎通のギャップを取り除くことに貢献で

ぎるでしよう。

ロータリーの本年度が終るまで、まだ 4カ月ありま

す。更に大きな奉仕を遂行できる時間が残っておりま

す。私は、皆さまが引つづきロータリーの奉仕を楽し

み、成功を収められるようお祈りして、私のあいさつ

といたします。

この大会は本当にすばらしい大会でした。旧交をあ

たためると共に新しい友人を得ることができ、 皆さ

まから暖かく迎えていただきま してあり がたく思いま

す。大会が終って本当に名残りおしいと思いますが、

また次の機会にお会いする日を楽しみにいたしており

ますc どうもありがとうございました。

年次大会決議

決議第 1号 R.I. 会長代理派遣に対し感謝の件

国際ロータリ ー会長ウ イリアム E.ウォーク Jr.氏

は第366地区大会を和歌山市で開催するに当り TAY

TECK ENG氏をその代理として本大会に出席せしめ

られ、同氏は夫人と共に大会に出席して有益且つ感動

的なるメッセージをもって参加者一同に深い感銘を与

えられた。

依って本大会は TAYTECK ENG氏をその代理と

して派遣されたウォーク会長の好意に対し、深甚なる

感謝の意を表すると共に会長代理 TAYTECK ENG 

夫妻が極めて示唆に富む感銘深きメッセージ、数々の

有益な講話を披れきされ、本大会に一段の光彩を添え

られたことに対し、心からなる敬意と感謝を表するこ

とをここに決議する。

決議第 2号 R.I. 会長本年度方針（人と人との間の

隔りを取り除こう）に協力の件

国際ロータリー会長ウイリアム E.ウォーク Jr.氏

は本年度の活動方針として "Bridgethe Gaps"の標

語を掲げられ、人と人、国と国との間の隔りを取り除

き、人とその生活環境の不均衡を是正するよう我々に

訴えられた。

人と人との問題は我が地区では青少年層と我々世代

のギヤップである。将来の国運を双肩に荷なうべき青

少年層と我々世代のギヤップは今日極めて深刻であり

彼等を良く理解すると共に正しき方向に導くことは我

々の重大な責任である。故に各ロータリアンは教育問

題を初め、青少年の諸問題について充分な関心をもっ

とともに、この目的に叶うローターアクトクラブ及び

インターアクトクラプの増設に積極的に努力すること

をここに決議する。

決議第 3号 R. I. 会長本年度方針：（諸国間の隔りを

取り除こう）に協力の件

国と国との間の隔りを取り除くことは、世界理解と

世界社会奉仕につながり、国際平和の第一歩は他国民

の生活と思想の理解から始まる。このため我々は海外

のロータリークラブと提携して、会員の相互交流をは

かり又学生の訪問交換を実践すると同時に、各ロータ

リークラブは発展途上国への援助を心がけ、地区の計

画と相侯って世界社会奉仕に努める こと をここに決議

する。

決議第4号 R.l. 会長本年度方針（人とその生活環

境の隔りを取り除こう）に協力の件

人間と環境のギヤップは現下の公害にしぽられる。

近時急激な世論の対象となってきた公害問題について

ロータリアンは直接間接に関係の深いことを認め、職

業奉仕および社会奉仕を通じてこれが解決に力を注ぐ

べきは当然である。ただいたずらに声のみ大にせず、

自己の職場を克明に点検して率先改善に努め、またロ

ータリークラブとしては、広く地域における自然環境

の保全に尽力することをここに決議する。

決議第 5号第365区直前ガバナー塚本義隆君に対す

る感謝の件

1970-1971年度より国際ロータリー第365区は、 365

区と366区に分割されたが、 分割前における最後の第

365区直前ガバナー塚本義隆君はいち早く、 日本万国

博覧会場ロータリー例会をもつべくその基礎的工作を

された功績は偉大である。又その恵まれた健康と永年

にわたる経験を充分活用され、積年の旧慣を破って、

あらゆる面において改革を断行されたために各クラブ
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は一段と自粛緊張し奉仕活動はいやが上にも活発とな

った。よって我々は当年次大会の名において塚本義隆

君に対し、その勇気ある実行力とその功績を称え、深

甚なる感謝の意を表することをここに決議する。

決議第 6号 ホストクラプ、コホストクラブならび協

カ諸団体に感謝の件

本大会は長期にわたる周到なる準備と献身的な努力

により、非常なる成功裡に終始し極めて輝やかしい実

績をあげた。これ偏えに大会委員及びホストクラプの

海南ロ ータリ ークラプ、コホスト各クラブの会員諸君

並びにその家族のご協力、又、和歌山県、和歌山市、

海南市並びに関係諸団体の本大会の関催に当っての格

別の好意と理解あるご援助によるものである。

よってわれわれはこれら関係諸方面に深甚なる謝意

を表する事をここに決議する。

決議第 7号 日本万国博におけるロータリー例会参加

クラブに対する感謝の件

1970年大阪に開催された日本万国博覧会は、空前の

記録をつくり、大成功裡に終了した。その博覧会場内

EXPOクラプ（国際親善館）にロ ータリ ー例会場を設

けて期間中実に 153回の例会が行われたが、出席者総

数 2,338名にのぼり 、多数の海外ロータリアン並びに

家族の参加を得て互に交歓し国際親善と友好理解を深

め、極めて有意義に大成功をおさめた。

よってこれを主催された万国博ロータリ ー組織委員

会諸氏並びに、参加クラプ会員諸氏に対し、地元地区

として本大会は深甚なる謝意を表することをここ に決

議する。

決議第 8号第376区姉妹関係締結の件

韓国の南半を占める第376区は、昨年4月その地区

大会において、 当366地区との姉妹関係締結を決議さ

れ、両地区は昨年7月姉妹関係締結の調印をした。そ

れ以来すでに親密関係は進みつつあるが、本大会はこ

れを確認するとともに、 第376区との間に理解と親善

とを一層推進することをここに決議する。

決議第 9号 ロータリーの強化推進に関する件
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日本におけるロータリ ー運動が生れて五十周年に達

した今日 、特に痛感されるのは各ロ ータリアンがみず

から運動の本質を研究、且つ体得して質的向上につと

め、一方更に会員の増強とクラプ新設による星的拡大

を図る必要がある。

よって我々は質塁両面併せて、 ロータリーの強化

を推し進め我々の目的達成に尽力することをここに決

議する。

決議第10号次年度地区年次大会開催の件

本大会は 1971年度国際ロ ータリー第366区年次大会

を明年3月高槻ロ ータ リークラプのホストにより、高

槻市において開催することをここに決議する。

......... ,,,,,, ...... ,,,,, ...... ,,,, ....... ,,,, ....... ,,,,,, ..... ,,,,,, .... ,,,,,, ...... ,,,,,. ・...., .. , ....... . 

圏会員増強月間 (January)の実績

ビル・ウォーク会長からの要請による本年 1

月中の会員増強の実績は、各クラブとも 、いか

がでしたでしようか。

その後の調査によれば、24クラプで 1名ない

しそ れ以上の増加がなされ、合計53名の会員増

強がなされましたが、 減少クラプ もありま して

結果は地区全体で18名の増加に止まりました。

その旨 RIに報告しておきました。

直枚方RC創立10周年記念祝賀会

2月27日（土）大阪太閤園において簡素なが

ら厳粛に催された。出席者は、来賓22名、会員

49名、会員家族31名、計102名。

同クラブは、 10年前 2月28日、高槻スポンサ

ークラブ小島秋特別代表の並々ならぬ御努力に

よって創立されたが、その後順調な成長を続け

69年 4月には寝屋川クラブを創設する程の充実

したクラブに発展した。

式典は、井関ガバナ ーの祝辞、小島元特別代

表の生みの思い出話、市長その他来賓の祝辞に

引き続き 、記念奉仕事業として、枚方市立身体

不自由児療育施設への超音波水治療装置ー式贈



呈式、 10カ年皆出席者 3名の表彰式があり 、祝

宴は常盤津、舞踊の余興と共に終始和やかに進

められ、7時30分盛会裏に解散した。

謳366地区、 200%地区となる

地区大会で発表されたように、 2月22日付で

100%地区となったのに引きつづいて、3月10日

付ミーンズ事務総長からの来信によれば、新た

に200%地区となったことが確認され、 同時に

200%地区達成を表示した立派な額が送られて

来ました。 この機会に366地区の皆さまに深甚

な感謝の意を表します。

直366区青少年交換プログラム

前年度に引続き、米国とオーストラリアを対

象国として、10数名の学生交換計画を進めてお

り、現在までには、大阪北RC吉田章君令息、

吉田和男君を昨年10月~11月の間、イリ ノイ州

(649地区）へ送り、本年2月大阪南RC林淳一君

長男、林大介君がテキサス州 (587地区）へ出発

暖かい歓迎を受けておられます。

オーストラリアより、 NSWのウェリントン

RC (267地区）の MarySolomon嬢を、堺RC

がお引受けして、会員の磯野節君宅に預かり帝

塚山学院に 1年間通学することとなり 、堺RC

より 、磯野節君長男をウェリントンRCへ 1年

間、 CobarRCへ井上一郎君を 1年間交換留学

の手続を進め、 近く出発の予定となっていま

す。

和歌山RCは、竹中泰三君の令息、竹中周三

君を、 コロラド州 (545地区）へ 1年間留学さ

せ 、 コロラド州ブライトンより JeanSono 

Kitayama嬢を 1年間、竹中会員宅にお預りい

ただく予定となり、同嬢は 3月20日米国を出発

28日伊丹到着の予定であります。

その他、大阪南RCより 、菱川会員令息をイ

リノイ州 (649地区）へ、須賀川会員の令息をテ

キサス州 (587地区）へ、夏期 1カ月の交換学生
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として送る予定で、テキサス州(587地区）へは、

更に橋本RCの田中会員令嬢、大阪西南RCの

広瀬会員の長男を、夏期短期派遣、イ リノイ州

(649地区）へは、大阪西南RCの広瀬会員の次

男、高槻RCの川崎会員の令息、太田会員の令

息を送る予定をたて交渉を進めています。先方

の587地区及び649地区でも 5~6名の学生を 7

月頃短期対象学生として、当地区へ送る計画の

ため目下人選中であり 、委員としては上記諸計

画が円滑に且つ有意義に行われるよう心から祈

っております。

オハイオ州 (577地区）から1971~72年度に高

校生の一年間留学交換を希望するという手紙が

参りました。御希望の方がございましたら、ガ

バナー事務所に御申込下さい。 （世戸一夫）

事務総長書簡より

＠地区協議会への出席

今年度の地区協議会への参加者に指名されて

いるのは、次期クラブ会長、幹事、 クラプ奉

仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の各部門担

当理事又は委員長、会報編集者並びにロ ータリ

ー財団委員会の委員長です。

全クラブより、指名参加者全員の出席参加を

得ることの重要性は、いかほど強調しても強調

し過ぎることはありません。また新クラブや、

昨年の地区協議会へ全員参加しなかったクラブ

は、特に留意して下さい。（なお、当地区では、

6月12日（土）新大阪ホテルにおいて開催され

ることに決定しております。）

＠クラプ会長の選挙

1970年国際大会における決議70-65の採択に

よる理事会への指示に従って、理事会は標準ク

ラブ定款を改正して、ロータリークラブ会長を

その就任するロ ータリー年度の開始直前 2カ年



間のいかなる時でも選挙できる事を規定するた

めの制定案を1972年規定審議会へ提出し、その

審議に付す準備をする事を決議いたしました。

園和歌山東南クラブ創立総会

和歌山市の 4つ目のクラブとして、和歌山東

南クラブの創立総会が、 2月20日（土） 15: 30 

より 、 県経済センタ ーにおいて開かれ、 地区

大会を目前にひかえてめでたく新RCが誕生。

和歌山、和歌山東、和歌山南、 3RCの地域

割譲により、和歌山東南部をテリトリーとし、

和歌山南RCがスポンサーとなり、同クラブの

若月春雄ガバナー特別代表の司会のもとに、創

立総会が挙行された。当日は、井関ガバナー、

藤沢地区拡大委員、3RC会長及び幹事、拡大

準備委員等19名の臨席を得た。

チャーター会員 2:i名

例会日 毎週土曜日 12: 30 

例会場 県農協会館 4階

会長 岩橋東太郎、幹事 谷口数木

事務所 県経済センタ ー

圏オーストラリヤ行き研究グループ交換

団員出発

3月11日12時半伊丹空港ロビーに集合した西

川団長以下一行は、ユニ ホームに身をかため、

定刻13:45の航空便で東京に向け出発いたしま

した。 当日お見送りの方々は、絹川365区ガバナ

ー、 塚本直前ガバナー、不破、奥村両地区委員

長、大阪RC菊地会長、古市会員、和歌山RC

広田会員その他多数の方々でありました。

圃前半年ロ ータリー財団寄付額

日本は全世界の三分の一

本年度前半期 (1970.12. 31まで）にロータリ

ー財団が受けた寄付額は 929,704ドルで、ロー

タリアン 1人あたり 1ドル37セントに当 ってい

ます。これは昨年度同期間にくらべて34.9%の

増加を示しました。

地域別にすればアジアが断然 トップを占めて

356,512ド）レ、 1人あたり4.59ドルです。 アジ

ア地域には36の地区があるが、そのうち、日本

が17地区て、 その合計寄付額が 313,370ドルに

のぼって全世界の 3分の 1を占めております。

日本のロ ータリアン 5万人で割ると- 1人あた

り6.26ドルとなります。日本の各地区別寄付額

は下記のとおりです。
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地区 寄付額

350 4,023ドル

351 11,273 

352 9,280 

353 7,947 

355 19,230 

357 12,708 

358 88,767 

359 61,827 

360 12,235 

361 17,217 

365 10,196 

366 17,550 

367 5,154 

368 9,331 

369 8,476 

370 11, 973 

373 6,181 

1人当り

2.34ドル

5.22 

3.07 

2.40 

4.55 

3. 74 

22.39 

16.15 

3.84 

6.07 

5.03 

5. 75 

2.94 

5.08 

2.65 

4.63 

2.66 

地区％

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

200 

200 

100 

100 

100 

100 

100 

（注） 前半期といってもアメリカ、カナダ以外

の各地域は集計の都合により 11月30日までの数

字となっています。

圏公式訪問及び I.C.G.F. 予定表

公式訪問 （尾形次期ガバナー）

7月14日（水） 粉 河 22日（木）箕面

15日（木）有田 23日（金） 寝屋川

16日（金）御坊 26日（月） 大阪柏原

17日（土） 白 浜 28日（水）海南

20日（火）大阪西北 29日（木）門真

21日（水） 大阪西南 30日（金） 和歌山南



8月2日（月） 大阪東淀 17日（火）大東

3日（火） 大阪阪南 18日（水）八尾

4日（水）守 ロ 19日（木） 富田林

6日（金） 那智勝浦 24日（火）貝塚

10日（火）松原 25日（水） 岸和田

11日（水） 東大阪 26日（木） 堺東南

12日（木）高槻 28日（土）大阪天満橋

13日（金） 大阪住吉

16日（月） 大阪西

9月 1日（水） 大阪北

2日（木）枚岡

7日（火）枚方

8日（水）茨木

9日（木）吹田

10日（金） 大阪淀川

13日（月）堺南

14日（火）高石

10月 1日（金）摘津

7日（木） 堺

8日（金）大阪

9日（土）池田

12日（火） 大阪南

14日（木） 泉佐野

11月6日（土） 和歌山東南

I.C.G.F. 

31日（火）豊中

16日（木） 大阪東

21日（火） 和歌山

22日（水）和泉

23日（木） 和歌山東

24日（金） 泉大津

29日（水）新宮

30日（木）田辺

15日（金） 河内長野

21日（木） 豊中南

22日（金） 大阪城南

23日（土）大阪心斉橋

28日（木）橋本

（インタ ーシティー・ゼネラル・フォーラム）

第 1組 (8月7 日ー一一土）

新宮（ホスト）、那智勝浦、白浜、田辺、御坊

（以上 5RC) 

第 2組 (8月21日ー土）

有田（ホスト）、海南、和歌山、和歌山東、和

歌山南、粉河、橋本、和歌山東南（以上 SR

C) 

第 3組 (9月4日ー土）

岸和田（ホ スト）、泉大津、貝塚、泉佐野、和

泉、高石（以上 6RC) 

第4組 (9月21日ー土）

大阪南（ホスト）、堺、堺南、 堺東南、大阪住

吉、大阪西南、大阪阪南（以上 7RC) 
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第5組 (10月16日ー土）

豊中（ホスト）、茨木、池田、箕面、豊中南、

吹田、高槻、大阪北、描津（以上 9RC) 

第6組 (10月2日ー土）

大阪東（ホスト）、大東、東大阪、枚岡、枚方

門真、守口、寝屋川（以上 8RC) 

第7組 (10月30日ー土）

大阪（ホスト）、八尾、大阪柏原、河内長野、

富田林、松原、大阪心斉橋（以上 7RC) 

第 8組 (ll月13日ー土）

大阪西（ホスト）、大阪西北、大阪城南、大阪

天満橋、大阪淀川、大阪東淀（以上 6RC) 

今月の御注意

◎国際大会への信認状

来る 5月の国際大会に出席するため、4月19

日出発される尾形ガバナーノミニーに寄託いた

しますから、各クラブともお早めに、ガバナー

事務所にお送り下さい。署名を忘れずに。紛失

されたクラブに、再発行はできませんので悪し

からず。

◎国際奉仕計画への登録

月信第 8号に書きましたとおり 、 第706号パ

ンフレットの計画への登録しめ切りは、 4月15

日ですから、必ず航空便で到着するよう、エバ

ンストンヘ送って下さい。

◎公式名簿資料の報告

3月中に行われた各クラブ役員の選挙の結果

にもとずき、来年度公式名簿に登載する原稿を

4月30日までに、RIへ送って下さい。



2 月 出 席 報 告
(Attendance Report for February) 

順位 クラブ名 例数会 会数員 期の初増減と 出席率 前順月 順位クラプ名例会会員期初と出席率門塁
数 数の増減

1 大阪西南 4 63 +11 100.00 2 29 堺東南 3 33 +2 94.95 44 

2 和 泉 4 60 +2 100.00 3 30 大阪西 4 95 +4 94.88 32 

3 高 槻 3 55 +3 100.00 5 31 田 辺 3 67 +2 94.62 23 

4 橋 本 3 55 100.00 4 32 大 東 4 34 94. 18 10 

5 河内長野 4 56 99.55 12 33 大阪南 4 152 +4 93.96 38 

6 東 大 阪 4 59 +4 99.13 13 34 富田林 3 56 +3 93.94 36 

7 大阪淀川 4 65 -5 98.84 8 35 海 南 4 57 +3 93. 75 19 

8 和歌山東 3 79 +8 98. 70 16 36 大阪城南 4 41 +5 93. 75 6 

9 新 宮 4 56 +2 98.18 7 37 大阪住吉 4 73 +l 93.49 35 

10 大阪天満橋 4 54 +4 98.15 24 38 大阪 東 3 85 -2 93.11 37 

11 粉 河 4 26 -2 98.08 27 39 吹 田 3 59 93.10 26 

12 茨 木 4 54 +3 97.96 11 40 和歌山南 4 60 +5 92.88 40 

13 箕 面 3 29 +l 97. 70 15 41 大阪北 4 164 +7 92. 78 46 

14 枚 方 4 52 +3 97.60 41 42 大阪東淀 4 31 +31 92. 74 31 

15 和歌山 4 96 +3 97.25 20 43 枚 岡 3 41 -1 92.68 14 

16 豊 中 4 52 -1 97.06 25 44 高 石 4 43 +l 92.44 33 

17 泉大 津 4 68 -3 97.01 ， 45 八 尾 4 53 +3 92.41 47 

18 堺 南 4 67 +2 97.00 21 46 守 ロ 4 52 +l 92.31 52 

19 大阪阪南 4 50 +4 96.95 30 47 門 真 3 25 92.00 53 

20 松 原 4 46 -2 96. 74 17 48 大阪柏原 4 25 +4 91.88 48 

21 泉佐野 3 57 +1 96.50 28 49 掘 津 4 29 +29 91.38 49 

22 那智勝浦 4 34 -1 96.21 39 50 大 阪 4 293 -5 91. 36 42 

23 池 田 4 51 +2 96.08 34 51 豊中南 3 30 +2 91. 11 54 

24 岸 和田 4 57 -2 95.98 18 52 白 浜 4 40 +4 90.92 45 

25 有 田 3 49 -1 94.24 29 53 貝 塚 4 53 +7 90. 10 50 

26 御 坊 4 65 +5 95.17 1 54 寝屋川 4 25 +l 90.00 51 

27 堺 3 116 +5 95.02 43 55 大阪心斉橋 4 28 +28 81. 25 55 

28 大阪西北 4 50 +12 95.00 22 合計 205 3,368 + 197 5,223.07 

平均出席率 94. 96% 
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く会長、幹事さんへ＞

④残るところ 2カ月の任期

あなた方の任期も、余すところ 2カ月で終了

し、次の年度に移ります。このさい、あなた方

のクラブが、"Bridgethe Gaps"のためにな

しとげたことをレヴィユし、評価して見ません

か。目標は達成されたでしようか。ク ラブや地

域社会のニードをみたすに足る計画が実行され

たでしようか。これらの検討の諸結果は、次の

年度におけるクラブの諸活動のあり方に大いに

役立つ ことと思います。 "Bridgethe Gaps" 

の目標に向って進歩を遂けたかどうかの検討と

しては、各委員長から委員会活動の結果の報告

を求め、6月の例会に検討の総括表を提示した

らいかがでしようか。

次に、本年度始めて実施された世界社会奉仕

日について、各クラブは、どんなフ゜ログラムを

実行されたで しょうか。 RI本部は、各クラブ

が行った世界社会奉仕日の活動について、4月

- 1 

30日まで報告するように求めております。 (4月

のRIニュースの中に印刷された報告様式を切

抜いて用いる こと 。）各クラフは RIへの報告と

同時に、ガバナー事務所へ もコピーを送って下

さい。

最後にも う一つ、申し上げたいことがありま

す。姉妹地区の韓国376区と の組合せ一覧表が

月信第7号の9-10頁にの ております。先方の

38のクラプにたいし、当地区の38のクラヲから

「ロータリーの友」を10部 ！、 る計画は、着々進

行しており 、非常に喜ばれております。 RIの

英語の文献よりも日本語の文献の方がよく判る

ので喜ばれるわけでしよう。「ロ ータリーの友」

を10部まとめて包装し、郵使局で税関申告書/,

記入して手続すれば、 普通使送料380円で届き

ます。各クラプとも 、とうそお忘れなきように

お願いいたしま す。なお別に日本語文献の贈呈

につ合ましては、後の頁に詳しい提案がありま

すから、できるだけ御賛同賑わ り実行して下さ

し'0



＜ナイジェリヤの宮崎医師第1信＞

日本キリスト教海外医療協力会へ寄せられた

ナイジェリヤ脈遣の宮崎亮氏の手紙をご紹介い

たします。（月信第7号参照ー366地区世界社会

奉仕活動）

◎出発に際しビザがおく れたり 、ビザのないま

ま出発したり 、いろいろ御心配をおかけしまし

た。しかし 、 ミリタリ ーバス（軍の通過証）は得

られず、これがないと東部州に入れないことに

なっています、オポボは、ナイジェリアの人も

「オポボは田舎なので」といやな顔をする程遠

い所です。

前の 2年間のナイジェリアの生活で慣れてい

るはずなのですが、マーケソトには肉 も野菜も

カンヅメもなく 、キリスト教協議会の人達が必

死になって、私達の家を作ってくれましたが、

やっと動き出した発電横もストッフ゜冷蔵庫もこ

われてしまいました。一番困るのは水です。こ

の家には全く水がないので角日毎 日自動車で貰

い水です。これだけでも 1時間も 2時間もかか

ります。

ここでは自分達の健康を守るのがやっとの生

活で、子供の教育や読書の時間は全くなく 、手

紙やレポートも 2の次になってしまいます。今

はこの辺でコレラがはや っています。イトング

バング病院では、 百人以上のコレラ患者が入

院、うち 5人以上が死亡という所に、点滴用の

注射液も使い果してもう治療できないといって

おりました。

◎昨日は、アイルラン ドから来ている神父さん

が私の家までやって来て「ンゴ診療所の附近で

260人の コレラ患者が灰亡しました。手をかし

て下さい」と訴えております。 このンゴ診療所

は、大きな河をわたって行かなければなりませ

ん。カヌーで行きますと 6時間はかかるそうで

す。来週はこの神父さんとノルウェ ーからの診
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療チームの人たちとのり込むことになっていま

す。

先日もブッシュの中にある診療所に行きまし

たら「コレラで 1人死にました。 5人はやっと

病院に送りました」とのことで、コ レラの恐怖

におびえる群集が診療所をとりかこみ、何故コ

レラワクチンを持って来てくれなかったのだ

と、私たちに迫って来ま した。診療をはじめる

と、医師が来た、薬がきた、と次から次に集っ

て来る患者達をさばき切れず大混乱、逃げるよ

うにして帰って来ました。

◎私の受持の区域は、ナイジェリアの南東部に

あり 、広大な密林の中に点在する村落て、この

中の30数力所に薬をはこび、診療する というの

が仕事です。密林の中に迷い込み出られなくな

ったり 、途中でガソ リンが切れたり 、こわれか

けた橋をおっかなびっくりやっと渡る こと数

度。戦争で破壊 された大きな橋があり 、イカダ

があって車をのせて対岸に行こうとすると急流

に押し流されそう にな ってしまい、土民の支え

る一本の太い竹の棒でやっと窮地を脱しまし

た。

その他にオポボ病院に小児科病棟を建設する

こと。近代的な臨床検査室及び小さな研究室を

作ること、 更に レントゲン室、特に紀核対策の

ための集団検診の基地を作ること。また新しい

手術室を作ること。

雅、祥子も元気です。昨日は川からとれた大

きな魚をたべました。コレラ菌で汚染されてい

るかも知れませんのでテラマイシンをのませま

した。 12時間たっ た今、 まだ下痢はありませ

ん。感染はしなかったことと思います。現在ま

でに、この受持地域の31カ所を訪れ、価格にし

てL000万円以上に及ぶ薬を配りました。

患者数は 1週約2,000人（大部分の診療所は薬

も医療品もないので開店休業ですが）、 将来は



8,000人以上になる見込です。

この他に、らいセンタ ーがあります。こ こに

は300人のらい患者が集っておりますが、アメ

リカのらいミッションのハッセルブラッ ト博士

の調査によると 、 らい患者は東南部州だけで

5,000人はおり 、 私共の援助を待っているとの

ことです。広大な地域で、とほうもなく多い患

者達を前にしてただぼうぜんとしているのみで

す。

く米山奨学生あれこれ＞

④新学年度奨学生120名

昭和46学年度における米山奨学生は 120名

と、予定を超過しての多数に上った。収入予算

にぎり ぎりに見合う員数てあ る。

こうした多数に上った理由の第一は、全国で

応募者が218名という未曽有の数字を 示したこ

とで、米山奨学金に対する要望が如何に大きい

かを物語るも のである。これに対して新規採用

の余地は、当初の枠を拡大したにかかわらず51

名、全国平均で42人に1人という競争率であっ

た。東京では7人に1人という激戦であった。そ

の結果として、予算さえあれば当然採用したか

った人を、余りにも多く不合格とせざるを得な

かったことを残念とも、また申しわけないとも

考えている。

期間延長者、新規採用者の中には、 6カ月な

いし 1年という短期奨学生も相当数あり 、これ

が全体の員数の大巾増加を来した理由の 1つで

健全財政の面からこの奨学生数の維持は、寄付

の増大以外は考えられない。

奨学生を国別に、員数の多いところから示す

と次のとおりである。かっこ内は前年比増減を

示す。

中華民国 72(+ 1)、大韓民国 20(+8)、マ

レーシア 8 C +l)、ベトナム 5 C +4)、パ

キスタン 4 C +2)、ホ ンコン 3 C +1)、イ

ンドネシア 2 C +1)、イン ド 2 C +1)、タ

イ 2 (0)、ブラジル 1 C +l)、ラオス 1 

C +1)、ビルマ 1 C + 1) 

④ 366区関係奨学生氏名

黄明聡（中国）阪大博士課程 1年（電子工学）

李辛祥（中国）阪大博士課程 3年（教育学）

梁逸（中国）大阪府大博士課程 2年（農芸化学）

王万雄（中国）大阪市大修士課程 1年 （建築構

造学）

呉光新（香港）阪大医学部 3年（医学）

楊啓東（中国）大阪府大博士課程 3年（農芸化

学）

〇米山カウンセラー制度の発足

去る 2月26日開催の理事会において米山カウ

ンセラ ー制度の制定が決定 した。米山カウンセ

ラーは、ロータリ ー財団のロ ータリアン ・カウ

ンセラ ーに類するもので、奨学生の個人的世話

をお願いする方々である。

米山奨学生の希望は、できるだけ多くのロ ー

タリ ー会員と、できるだけ多くの懇談の槻会を

持ちたいということである。そのために世話ク

ラプ内の会員にも紹介を願いたい，多くの世話

クラブでは、世話を願う会員が、必ず奨学生と

テーブルを共にして、話相手にもなる し、他の

会員にも紹介の労をとっておられる。同じ意味

で他クラブの例会に出席する機会を与えていた

だきたい。米山カウンセラ ーは、国際奉仕委員

長といった役職よりも 、会員中の適任者にお願

いしたいというのが奨学会の希望である。

① 昭和47学年度奨学生募集

昭和47学年度の奨学生募集は、本年9月1日に

開始し 、11月15日にしめ切る予定である。

募集開始がはやめられたと同時に、しめきり

が従来の12月10日から 1カ月程早くなることに
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今から御注意願いたい。

また、期間延長の申請は、原則として11月末

まで提出を必要とする。応募資格の中に、日本

で勉強するため「来日」した者が加えられたこ

とも新しい。更に、札幌、仙台、京浜葉、名古

屋、京阪神、北九州の諸地区では、学部在学生

を募集 しない予定である。

0非世話クラブにお願い

世話クラブには、米山奨学生が配属されてお

り、直接の接触によ ＾て実体を知 っていただけ

るが、世話クラブでない 大多数のクラブでは、

仲々そうした檄会はない。

ロータリー財団奨学生の方か更に縁遠いもの

なのだが、 100名余の米山奨学生を持ちながら

ロータリ ー クラブと の接触がなお不充分である

ことは残念である。

世話クラブでないクラブが、檄会を見て米山

奨学生を招待 して下さったならば、彼らの琶び

かいかばかりか計り知れないものがある。同時

に日本のロ ータリーが誇りにしているこ の国際

事業について認識を深めていただけよう。御希

望の向きは、奨学会に御連絡願いたい。

なお、本年度上半期の普通寄付は、

¥24, 529, 232に揺し、 前期より ¥1,386,477増

加した C (以上、米山奨学会楼関誌より転載）

事務総長書簡より

〇地区内におけるIT報活動

地区内に おけ るり ータリー広報活動に関し 、

各地区カバナ ー ~f, ドにその地区広報委員長は、

彼らの広報活動Jャ、ドにその成果が、国際ロータ

リー出版物に、ニ ース或いは特集記事として

取材されるよう 、各地区における広報活動につ

いての「肯報を、躙ふ務局に提出されることを理事

会は奨励いたし て；＇）ます 3

④インターアクト並びにローターアクトクラプ

の数地区連合集会に関する方針声明

理事会は、インタ ーアクトに関する方針声明

書の第21項バの部分を次のように改正いた しま

した。

1地区以上、特に 1カ国以上にわたる数地区

からの イン ターアクトクラブ会員の集会は、そ

のような会合がオストロ ータリー地区のガバナ

ー並びに インターアクト委員会の指導のもとに

1名以上の地区委員の出席を得て、またホスト

地区のインタ ーアクトガバナ ー並びに各インタ

ーア クトクラブ会長の協力のも とに、更には国

際ロ ータリ ー理事会の承認を得ることを条件と

して開催される場合、実行可能な限り 、それを

奨励するものである。

理事会は、同様にロ ーターアクトに関する方

針声明書の第19項ハ）の部分を改正し、上褐の イ

ンターアクト に関する条文中、インタ ーアク ト

の字句を、ロータ ーアクトに書き替えたものを

採択いたしました。これらに加え、理事会は イ

ンターアクト 並びに ローターアクトクラブの数

地区連合集会開併についての許可申請に添付す

べき書類についても決議いたしました。 （詳細

は、カバナー事務所へお問合せ下さい）
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④ 国際ロータリー事務局への訪問

国際ロ ータリー事務局を訪問して、その機構

を知り 、そしてどのように運営 されているかを

実際に御覧になられますことは、 ロータリアン

ならば、どなたにと っても有益な経験となるも

のであり ます。そして皆様の本部への御来訪は

いつでも歓迎されま す。殊に次期地区カバナー

の方々が国際協議会へ の行 きしな、 或いは帰

途、米国イ リノイ州ヽンカゴ市を通過 され る場合

に、国際 ロー タリー事務局へもお立寄り下さい

ますことが奨励されております。

国際ロ ータリーの本部は、シカゴ市の中央繁



華街の北、約12マイルのところに所在し、オヘ

ア国際空港の北東、約15マイルの処にありま

す。またシカゴから事務局のあるエバンストン

へは電車も走っており、他の交通の便も利用で

きます。執務時間は、月曜日から金曜日まで午

前8時30分から、午後4時45分までです。

④ロータリーの襟章を着用すること

ロータリーのエムプレム（記章）は、ロータリ

アンを識別する独特の象徴であります。全ロー

タリアンは、ロータリーの襟章を着用し、或い

は記章を展示する特権を有します。 賃地区内の

各クラブ会長に対し、ロータリーの襟章を着用

し、ロータリー綱領や 4つのテストの額を掲示

して、ロータリーのエムブレムを展示すること

を奨励するように、御要請願います。

④クラプ活動の調査に協力要請

各クラブにおける活動、 特に ≪Bridgethe 

Gaps"という RI会長プログラムにこたえての

活動について、情報収集のため企画された調査

書が、RIニュース 4月号と共に全クラブヘ送

付されています。この調査書は、遅延なく中央

事務局へ返送されることが要望されておりま

す。これによって収集される情報は、世界中の

RCでの活用に備えて作成され る文献資料の編

集に有益な参考資料となるのです。

④ローターアクト第 3周年を迎える

1971年3月をもって、ロ ーターアクトは第3周

年を迎えた。 3月2日現在、47カ国の163地区に

820のロ ーターアクトクラブが結成された。

.. -~· 一
圏1972年規定審議会への地区代表選挙

来年ヒューストンで行われ る大会における規

定審議会への各地区代表 1名及び代表代理 1名

は、地区年次大会で選出されるべきであります

が、当366区では、すでに3月上旬地区大会を終

りましたので、 RI理事会の承認を得て、郵便

投票をもって行うこととなりました。

つきましては、すでに別信をもって各クラブ

会長にご依頼申し上げましたとおり、来る 5月

10日までに、賛否何れかの御投票をお願い申し

上げます。候補者は次のとおり。

地区代表候補者 塚本義隆（直前ガバナー）

代表代理候補者 大谷一雄（ガバナーノミニー）

圏ロータリー財団寄付額平均610%

本年3月31日までの地区内各クラブからロー

タリー財団への本年度寄付額は38,218ドルに達

しました。 会員 1人あたり 12ドル 52セン トで

す。また、最初よりの寄付累計額は 186,843ド

ルで、 会員 1人当り61ドルとなります。平均

610パーセン トいう わけです。各クラプの寄付

額ペーセントは次表のとおりで、 ＊印は3月に

達成した新パーセンテージを示す。

400 11 

％クラブ数 クラプ名

200 4 門真、箕面、 寝屋川、

＊大阪柏原

300 11 御坊、橋本、枚方、粉河、大

阪阪南、 大阪城南、新宮、

吹田、高石、富田林、 豊中南

枚岡、泉大津、海南、貝塚、

岸和田、松原、＊大阪西北、

＊大阪淀川、＊塀東南、白浜、

500 13 

3

1

4

 

0

0

0

 

0

0

0

 

6

7

8

 

高槻

有田、池田、泉佐野、河内長

野、守口、大阪南、＊大阪西

南、＊大阪住吉、＊大阪天満橋

大阪西、田辺、豊中、 ＊八尾

東大阪、 和泉、 ＊和歌山

大阪北

大東、 茨木、 大阪、

和歌山東
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1

2

1

1

 

0

0

0

 

0

0

 
0
 
0
 

0

0

2

4

 

9
 

.

.

.
 

1

1

1

 

堺南

那智勝浦、大阪東

堺

＊和歌山南

直第345地区大会へ代表団参加

3月13~14日、台湾台北市において第345地

区年次大会が開かれ、塚本直前ガバナーを団長

として当地区および第365区の7クラブから22人

のロータリアン及び家族が、これに参加しまし

た。これは昨年 2月の京都におけるわが地区大

会へ台湾から22人の代表者が出席していただい

たので、その答礼の意味からであります。

第345区は台湾43、香港7、マ カオ 1を合わせ

51クラブ、 2,173人の会員がありますが、大会

参加登録数は1,174人でありました。第1日（土）

は台北市郊外の陽明山にある中山楼という豪華

な国立会議場で、 開幕式があり 、ガバナー

Calvin C. Chang(張長昌）の司会のもとに、厳

副総統兼行政院長の記念講演と RI会長代理M

. A. T. Caparas (フィリビン）のメッセージが

ありました。次いで塚本直前ガバナーが海外か

ら参加のロータリアンを代表して、祝辞と昨年

の京都地区大会および日本万国博ロータリー会

合への多数参加に対する謝辞を述べまし た。

午後の本会議は台北市内の三軍軍官倶楽部へ

会場を移し、孫経済部長から 、台湾経済の発展

情況についてスライド映写つきで、詳細な解説

的講演があり、また、部門別討議が本会議場で

全員参加により 、順番に行なわれました。 国際

奉仕部門で塚本直前ガバナーから、国際理解増

進のために第345地区との青少年交換の試案を

述べ、賛成の大拍手がありました。

第2日（日）は会場をさらに豪華酒店 (Hoover

Restaurant)に移して会議が続行されたが、い

ずれの会場で も開会前および会議中に十余種に

及ぶソングの練習や合唱がたびたびあって、会

場をなごやかにする努力がなされたこと、また

晩さん会でも一切アルコ ール抜きであったこと

が特に注目を引きました。

面韓国376地区大会（大邸）

4月3~4日両日、韓国大邸市における第376

地区年次大会へ、塚本直前ガバナー、 中村増蔵

（和歌山）、山口格太郎（大阪）の3君が、 当地区

を代表して出席しました。 376区と366区は、昨

年7月以来姉妹関係を結んだので、友好親善の

ため参加したわけですが、また大阪西南RCか

らは、会長、幹事のほか夫人3人を含む20人、

これは、北釜山RCと姉妹結縁関係のためです

が、それに台湾の各地から12人が参加されまし

た。

塚本直前ガバナーは同大会でのあいさつの中

で、朴正寛次期ガバナー及び申宰淳、大邸RC

副会長が、3月の和歌山の大会へ臨席されたこ

とを感謝し、また昨夏、当地区インタ ーアクト

学生15名を派遣の際、親切に迎え入れてくれた

ことに対しても、謝意を表しま した。黄竜雲

376地区ガバナーは当地区から代表 3人の列席

を喜び大歓迎すると共に、 大会決議第5号をも

って、第366地区内のクラブから 「ロータリー

の友」 をはじめロ ータリー日本語文献を376地

区の各クラブヘ送付してくれて、クラブ活動に

大いに役立っていることに対し、井関ガバナー

及び塚本直前ガバナーに感謝することを満場拍

手で決議されました。

なお、韓国における ロータリーはますます発

展して、 本年7月1日からは新に第377地区が誕

生（全羅南北道）3地区となり、現在クラブ総数

は109に達しています。第376地区大会は大邸市

の寿城観光ホテルで開かれ、350人が参加、 R

I会長代理としてタイ国バンコック市のドンブ

リRC出身元ガバナーBhichaiRattakul夫妻

が臨席しました。
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直大阪住吉RC創 立10周年記念式

4月9日（金）大阪 ロイ ヤルホテルにおいて、簡

素ながら厳粛に催された。 出席者は、 来賓14

名、会昌62名、家族その他24名、計100名。

同クラブは、 昭和36年2月14日、 大阪及び大

阪南スボンサー クラブ、故中野ガバナー、 森、

松島特別代表の並々なら内御努力によって創立

されたが、その後順調な成長を続け、昭和44年

6月には、大阪阪南クラブを創設するほどの非

常に充実したクラブに発展 した。

式典は、井関ガバナーの祝辞、森、松島特別

代表の生みの思い出話、記念事業「ロ ータリ ー

の森、長居公園への植樹l、 「ロ ータリー財団

寄付600形の達成」 についての報告、 10カ年間

皆出席者 4名の表彰があり 、祝賀会は、舞踊、

奇術、音楽ショ ーの余興とともに、終始和やか

に進められ、18時30分盛会裏に解散した。

厘鱗津RC認 証状伝達式

吹田 RCをスポンサークラ ブとして誕生した

栖津クラプ認証状伝達式は、 暖かい日ざ しの

中、3月20日午後2時より 、大阪市日本綿業会館

本館 6階において挙行された。

来賓として井関ガバナー、 塚本直前ガバナ

一、 365区絹川ガバナー、 井上囁津市長等を迎

え、遠く高知西RCの4名始め、各RCから213

名の参加を得、掘津 RC全会員及び会員夫人合

せて269名にて厳粛かつ和やかに挙行された。

細谷特別代表の開会の辞に始まり 、 国歌斉

唱、ソング奉仕の理想、来賓参加クラブ紹介の

後、特別代表より結成の舒過報告があり 、掘津

RCは、胎動36カ月の難咋であったが、 人口 6

万の掘津市に、昨年 9月26日、 22名で結成され

本年 1月 9名の新会員ができて現在会員30名、

くしくも明冶、大正、昭付」生れが各10名、平均

年齢50オの若いク ラブである等の苦心談があっ
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た。

認証状は、振袖娘のかい添えで、井関ガバナ

ーから北本新クラ プ会長に伝達された。

北本会長のあいさつ、会員家族の紹介、ロー

タリー財団、 掘津市への寄付金贈呈、 来賓祝

辞、記念品贈呈、祝電披露後、ソングそれでこ

そロ ータリ ー、 閉会の辞をもって万雷の拍手の

うちに式典を終了し た。引続き木崎国嘉氏の記

念講演「永遠の青春」を聞き、パーテ ィーに移

り、 くりひろげられる余輿をバ ックに歓談し、

盛会のうちに終った。

圏公式訪問及び I.C.G.F. 予定表

（変更と訂正）

月信前号掲載の予定日程のうち、1部が第365

区年次大会(10月15~17日）と 重なりますので、

下記のとおり変更いた します。 （尾形次期カバ

ナー）

公式訪問

。9月24日（金）泉大津は、9月17日（金）に繰上げ

。10月9日（土）池田は、9月25日（土）に繰上げ

。10月]5日（金）河内長野は、10月29日（金）に繰

下げ

I.C.G.F. は次のように訂正 します。

。第 4組(9月18日ー土）クラブ名は変更なし

。第 5組00月 2日ー土）

大阪東（ホス ト）、 大東、東大阪、枚岡、枚

方、門真、守口、寝屋川（以上8RC)

。第6組(10月9日ー土）

豊中（ホスト ）、 茨木、池田、箕面、豊中南、

吹田、高槻、大阪北、 描津（以上9RC) 



[j] 6月の地区協議会一新年度役員のため

。7月 1日からの新年度の各クラプ会長、幹事

及び各部門指導者を対象として、次のとおり

地区協議会が開催されます。

。6月12日（土）9時~16時、新大阪ホテル

。出席要請される人は、次の 8名です。会長、

幹事、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕、各部門担当理事又は委員長、会報編

集者、並びにロ ータリ ー財団委員会委員長。

。参加者は、それぞれ「クラブ会長必携」、 「

クラブ幹事要覧」、 「委員会資料」等、各部

門の参考資料を通読し、御研究の上、参加し

て下さい。

。この地区協議会には、指名参加者全員の出席

参加が要請されていますので、会長、幹事は

特にこの点を強調、御伝達下さるようお願い

いたします。

圏和歌山東クラプ会長の異動

和歌山東RC会長、小笠原紀三九君が、 4月

2日、病あらたまり逝去されたことに対し、饉

んで弔意を表します。

その後、石井純治君が会長に就任され、副会

長には、玉置恵三君が就任されました。

[j]和歌山東南クラプ認証

2月20日、創立総会が開催され、新しく設立

された和歌山の 4つ目のクラブ、和歌山東南ク

ラブは、4月14日付、 RIから認証されまし

た。 おめでとうございます。例会は、 毎土曜

日、和歌山県農協会館で行われています。事務

所は、経済センター内です。

圃韓国姉妹地区へ日本語文献を．／

韓国376地区大会へ出席された塚本直前ガバ

ナーの御報告によれば、同地区各クラブは、R
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Iから送付される英語のロ ータリ ー文献だけの

現状では不充分であり 、日本語文献を渇望して

おられるとのことです。塚本直前ガバナーの御

提案は、各クラプが相手クラブに対し、東京文

献事務所の目録を送付し 、必要なものに印をつ

けて送り返してもらい、それを贈呈することに

したら如何、と いうものです。御協力のほどを

お願いいたします。

◎ロータリーの現況

3月5日現在049カ国、地域）

RC、14,660クラプ

会員、694,000名

7月以降新設RC、311クラブ(44国）

璽マク ロウリン元RI会長の災難

「貴君がロ ータリーだ／」 という有名な薔句

を残したのは東京世界大会当時の RI会長 J.

Edd McLaughlin、その彼が昨年10月30日テキ

サス州Rallsにある自宅が全焼し、 会長時代に

方々からもらった記念品まですっかり灰になっ

た、というニュ ースがアメ リカのある クラブ週

報に掲載されていました。お見舞状を出したと

ころ、 3月5日付て私あてに返信があり 、いわ

く「私が宝物のように大切にしていた多数の記

念品はじめ、すべてを失いました。しかし私も

妻 Pearleも幸い怪我はありませんで した。 再

ぴ元のアパートメント で住めるようになり 、感

謝しています。今も東京の世界大会を しばしば

思い起し、美しい日本での楽しい日をおぼえて

います」 （塚本義隆）



3月出席 報告
(Attendance Report for March) 

順位 クラブ名 例敬会 会敬員 期の姻切減と 出席率 前順月 順位クラブ名例数会 会 員 期 初 と 出 席 率 前 月
敬の増減 順

1 和 泉 5 60 +2 100.00 2 30 枚 方 5 51 +2 95.69 14 

2 橋 本 4 56 +1 100.00 4 31 大阪城南 4 47 +8 95.56 36 

3 高 槻 4 55 +3 100.00 3 平均出席率 95. 23% 

4 粉 河 5 27 -1 100. 00 11 32 新 宮 5 55 +1 95.19 ， 
5 大阪西南 5 68 +16 99.68 1 33 大 阪東 4 86 -1 95. 16 38 

6 河内長野 4 56 99.55 5 34 田 辺 4 67 +2 95.16 31 

7 大阪淀川 4 64 -6 98.81 7 35 御 坊 4 64 +4 94.36 26 

8 大阪阪南 5 50 +4 98.80 19 36 貝 塚 5 53 +7 94.34 53 

9 堺 南 5 68 +3 98.49 18 37 大阪住吉 4 73 +1 94.18 37 

10 茨 木 5 52 +1 98.34 12 38 富田林 4 54 +1 93.98 34 

11 和歌山 5 98 +5 98.00 15 39 枚 岡 4 40 -2 93.84 43 

12 和歌山東 4 77 +6 97.67 8 40 岸和田 5 58 -1 93.79 24 

13 泉大津 4 71 97.47 17 i 41 白 浜 4 39 +3 93.62 52 

14 有 田 4 49 -1 97.45 25 42 大阪柏原 5 25 +4 93.60 48 

15 箕 面 4 28 97.35 13 43 大 阪北 5 165 +8 93.20 41 

16 大阪天満橋 4 58 +8 96.99 10 44 和歌山南 4 60 +5 92.80 40 

17 堺東南 4 33 +2 96.97 29 45 大阪西北 5 50 +12 92.40 28 

18 泉佐野 4 57 +1 96.93 21 46 大阪東淀 5 30 +30 92.00 42 

19 高 石 5 42 96.67 44 47 守 ロ 5 52 +l 91.92 46 

20 豊 中 5 54 +l 96.60 16 48 大 東 5 34 91. 77 32 

21 海 南 5 57 +3 96.43 35 49 八 尾 5 53 +-3 91-20 --45 

22 松 原 5 50 +2 96.40 20 50 吹 田 4 59 90.95 39 

23 那智勝浦 4 34 -1 96.21 22 51 大 阪 4 293 -5 90.44 50 

24 大阪南 5 155 +7 96.18 33 52 寝屋 川 4 25 +l 90.00 54 

25 東大阪 5 60 +5 96. 16 6 53 門 真 4 25 89.00 47 

26 池 田 4 51 +2 96.08 23 54 豊中南 4 31 +3 88. 71 51 

27 堺 4 113 +2 96.00 27 55 大阪心斉橋 4 29 +29 84.24 55 

28 擢 津 4 30 +30 95. 81 49 
ムロ 計 245 3,385 +214 5,237.84 

29 大 阪西 5 94 +3 95. 70 30 
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liCT!ItY INTEitN!TICN!L 
DISTRICT 366 : GOVERNOR'S 

◎ onlhlり ふ心
第366区ガパナー

チIi/]え伯
区内各会長及び幹事殿あて

月信（写）

GOVERNOR: HISAGUSU ISEKI 

OFFICE: 和歌山市西汀丁 内田ビル 3階

Uchita Bldg,, Nishi-Migiwacho, Wakayama-shi 

ADDRESS: P.O. BOX 5, WAKAYAMA 

和歌山局私害箱 5号 640-91 

TELEPHONE: 0734-22-0 8 4 7 

CABLE ADDRESS: INTEROT ARY WAKAYAMA 

第 12号 （昭和46年 6月 1日 発行） 船 12 June 1, 1971 

<B月の行事と新年度への準備＞

◎ 6月12日 （土）地区協議会

新年度のクラブ主要役員理事等が、新年度に

おける活動に備えるための準備訓練を受けるた

め、国際協議会で新しく RI次期会長からその

年度方針を聞き、ガバナーとしての準備体制を

整えた次期ガバナーの御帰国を待って、第366区

地区協議会が、 6月12日、 9時から新大阪ホテ

ルにおいて開催されます。出席義務者は、次期

の会長、幹事、クラ ブ奉仕、跛業奉仕、社会奉

仕、国際奉仕、それぞれの部門担当理事又は委

員長、会報編集者、並びにロ ータリー財団委員

会委員長の 8名です。

◎新年度への準備目標

新年度開始の 7月 1日以後、できるだけ早い

機会にクラブ協議会を開き、新年度のプログラ

ムを審議し決定して下さい。そのためには、ク

ラブの能力にふさわしい、よくバランスのとれ

た活動のプログラムを遂行するようにし、適当
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な実行力を確保できる活動計画を選び出すこと

またRI会長のテーマを実行できるように配意

することが必要です。

できるだけ早く委員会の組織をきめ、できる

だけ多くの会員を、委員会の部署に割当てるこ

と、第 1回クラブ協議会には、委員会の計画に

ついて報告を求めるようにすることが必要と存

じます。

ロータリ ー惰報に力を入れて下さい。 毎週の

例会に提供される主題のバランスを考え、プロ

グラム委員会とロ ータリー情報委員会との相互

協力を得て、実施して下さい。

クラブの全会員が、ひとりひとり、クラブの

活動に関心を持ち、進んで参加させるように仕

向けるにはどうしたらよいか、よく考えて下さ

し>
゜

事務総長書簡より

④新年度への提案



各クラブは、 1971~72年度に入ってからでき

る限り早目に、おそくとも、 8月31日までには

完了する ように、職業分類に関する調査を行な

い、各クラブの充填及び未充填職業分類一覧表

を現状に則 して改訂しなければなりません。

会員間の親睦を深め、ロータリー情報の普及

特に新入会員へのロータリー情報の普及をはか

るために、炉辺会合を行なうことを各クラ ブへ

提案して下さい。クラブの中には、ロータリー

奉仕の各部門別にクラブ ・フォーラムを開く 方

を好むクラ ブもあります。また地区内のクラブ

又はロータリアンで、表彰された方がある場合

には、各ク ラブの会報にもそれを掲載すること

を勧めて下さい。

④新しい国際親睦活動のグループ

RI理事会は、娯楽や趣味、副業或いは職業

にて共通した関心を有するロータ リアン同志が

非公式なグループを作っ てお互いに知己親睦を

深め合うことを奨励いたしております。 現在す

でにゴルフ、ョット、飛行横操縦、キ ャラバン

隊旅行、狩猟、 魚釣り 、アマチュア・ラジオな

どの親睦活勁グ）レープがで きております。そし

て新らしく その他の グ）レープもできつつありま

す。その新しい活動グ）レープと加入する関心の

ある会員の方々が連絡する先のロ ータリアンの

氏名と住所を下に列記しておきましたのて御承

知下さい。

（写襄）Frederick B. Fitts; 47 Nelson 

Street, Framingham, Massachusetts 

01701, U.S.A. 

（鉄道）Edward P. Fitch; 9 Sherman 

Street, Nashua, New Hampshire 03060, 

U.S.A. 

（ブリッジートランプ） Gerald Essig; 145 

Commack Road, Commack, New York 

11725, U.S.A. 

（カーリングー氷上遊戯）T. Audrey Legge; 

215 Wolseley A venue, Montreal West 

263, QuP bee, Canada 

（乗馬） Elton Weeks; Route 4, Box 735, 

Coffeyville, Kansas 67457, U.S.A. 

④インターアクト及びローターアクト

の数地区合同集会には理事会の承認

が必要

先般行われた方針の改正の うち重要な変更の

1つは、インターアクト又はロ ーターアクト・

クラブの数地区会同集会を行な う場合に、国際

ロータリー迎事会の承認を要する点です。これ

はそのような集会を制約するためてはなく 、一

定の指針のもとに奨励するためなのでありま

す。その理由は、そのよ うな会合は、ロータリ

ー並びに当該インタ ーアク ト又はロータ ーアク

ト・ クラブの体面にかかわるものだからであり

よっ てその期日 、場所、目的、プ ログラム、参

加者、予算、貴任保険、そしてその集会がロ ー

タリアン の直接監督のもとに行なわれるという

確認書などを含む承認申請書類をもって理事会

の承認を求めなければなりません。

ロ疇'..0皿

園第 2回合同地区委員会報告
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4月17日 （土）午前lU時から、新大阪ホテ）レ

3階において、井関ガバナー司会のも とに本年

度第 2回目の合同地区委員会か開催され、 19の

各種委員会から50数名の多数の方々が参集して

議事が進められました。以下その大要をご報告

いた します。

先ず井関ガバナーから、7月の第 1回合同委

員会から約10か月を経過したが、 2か月 で補い

をつけるという意味と 、計画が実行できなく て

も、発表してもら えば、今後実行できるという

つもりで発表願いたい。また慣例により 、今日

の発表を基礎に して報告書を送っていただいて



報告書を作りたいと思っているとのあいさつが

ありました。次いで 4月19日レークプ ラシッド

に向けて出発される尾形ガバナーノミニーに、

せん別の贈呈があり 、これに対する謝辞があっ

て、各部門別報告に移りました。

鍮社会奉仕部門 （森委員長）

本年の計画は、公害問題をとり上げたわけて

ロータリアンとしては自らが公害を出す原因を

作らないという見地から検討し 、その後委員の

数もふやし、月信にも報告をのせた。

＠職業奉仕部門 （富久委員長）

すでに刊行した「社是社訓集」を作り 、約400

の社是、家憲等を集め、その中から50をまとめ

ることができた。 5,000部作成して、印刷費は

約 8万円であった。

R拡大部門 （松島委員長）

53クラブでスタ ー トしたが、掘津、大阪心斉

橋、和歌山東南の 3クラプができた。準備中の

ものの内、空港中心の豊中西南は、その後翌中

だけのスボンサーでやる事になった，その他、

豊中北、探東部、堺西、藤井寺、河内、泉南、

四条畷、串本などが今後有望と思われる。

⑲会員拡大職業分類（箕田委員長）

純増を 10%に目標をおく。 新会員は人物本

位、若い人を入れるようにする。クラブの活動

に参画するようにする。職業分類一覧表を 8月

末までに作成するようにする。会員増強は 2月

末で3,368名、 +197名という ことになっている

が、 新クラ ブ75名を差引くと 122名と なり 、心

さみしい感じかする。

R広報 （八反田委員長）

本年は日本ロータ リー50年、366区誕生の年に

当り、万国博もあって、積極的に計画したが、昨

今の情報過剰時代の影響きびしく 、マスコミで

受付けてくれない。委員会活動の努力も反省し

広報活動に新たな活路を求めなくてはならない
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と思っている。

R財団奨学会（小中委員長）

奨学生の割当追加が 2名あって、合計 3名と

なった。 9月中旬、関西の12の主な大学の学生

課あてPRの意味でパンフレットを送った。各

クラブにも送り 、月信にも掲載して、一応申込

が17件あったが、その後 6名が手続したのみで

ある。 4月30日に学生の選考を行う。

R研究グループ交換 （奥村委員長）

昨年は匹豪州から受入れ、本年は、6名の若

い人を先方に送っている。非常に親切に扱われ

ているとの便りかあった。 国際理解親善のため

よい事なので、将来どうするか、ガバナー事務

所から各クラブにアンケー トをとった。 55クラ

プ中、贄成43、反対 7、不明 5。RIでは、 5

過間、団長共 6名という方針である。英語を使

う国というのでカナダを指定したい。

⑲財団推進 （若月委員長）

366区が出来て最初の年であるから、しっか

りやらなくてはならぬということでやった。ク

ラブ平均は 600%を超え、フェ ロー 8名、準フ

ェローも相当いる。 たた最近まで 100%地区だ

ったので、再三 100%のクラブの幹事にお願い

して 200%となった。 一安心している所へ塚本

直前ガバナーから 300%にしたいというお手紙

をし Sただし>ナこ。

⑮財団学友 （浜委員）

11月21日、学友会懇談会を開き、学友から、

日本の実情をよく把捏して留学することが必要

だということ、地理と語学を研究して行く必要

があるとの意見をきいた。また今後自主的に集

って行こうという申合せをした。

eon To Sydney C岡委員長）

8月7日委員会を開き、冨士海外旅行、交通

公社の外に、地区内の者が行きやすいように地

区内のエージェン トにも依頼した。大阪、大阪



天満橋、有田では、クラブ内でグループを作っ

て行くことになっている。

傷青少年交換歓待 （世戸委員長）

昨年からアメリカ、オーストラリアに拡大し

各地区の委員長に手紙を出し、アンケートをと

った結果、 13名の学生をうけ入れて、当方から

9名の男女を交換学生として派遣した。原則と

して、夏期の短期交換を中心と して（高校生）、

長期 1年問の交換も行っている。全体としてこ

ちらへ来た学生にサービスかよすぎる、もう少

しオーバーケアにならない方がよいという意見

が出ている。

＠インターアクト（宮本委員長）

万国博での交歓会、韓国訪問旅行により、イ

ンタ ーアクトに魅力を与えるようになった。万

国博奉仕活動があってクラブ員が少しふえた。

最近東京地区の顧問、生徒と懇談したが、最低

40万~80万という予算をとっているクラブがあ

った。 366区では、クラブをふやすことがねらい

であり、近く高石で 1つ生れようとしている。

R青少年活動（中西、松本委員）

本年は、ボーイスカウトの第13回世界ジャン

ボリーが、8月2日から10日まで、富士山ろく

朝霧高原で開催される。地区内各クラブから年

間L000円の協力を得て、合計2,868,000円を送

金している。

Rロータリーの友地区委員 （今井委員）

最近のロ ータリーの友が非常によ くな ってい

る。年 5回の委員会の内すでに 4回を終り 、各

部門別にとりあげ、ロータリーの本質にふれる

事柄をとりあげている。クラブ細則に「ロ ータ

リーの友」を入れるように取り計らい願いた

い。また全国会員名簿の原稿のメ切期日の厳守

を願いたい。

Rロータリーの友専門委員 （原委員）

委員会は隔月にやっている。縦組、横組の併
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用は、最近のアメリカの流行である。収支は、

55,700部で、1冊139.01円に対し広告料が32.07

円入るので、差引106.94円が原価である。発行

部数を多くすれば単価も下がる。会員数をふや

すことが目標となってくる。

R地区資金（山中地区会計）

4月15日現在の366区地区資金中間収支報告が

あり 、収入の部8,882,275円、支出の部6,013,

569円、差引残高2,868,706円、それぞれの内訳

にわたって説明があった。

ガバナー事務所経費について、井関ガバナー

から大略次のような説明があった。

366区では、約400万円は必要だが、 RIから

84万円しか送って来ないので、残りはホストク

ラブが負担するのが前例となっている。小さい

クラブからガバナーが出るときは問題だ。また

地区資金の中から出すことは筋道がとおらない

が、地区資金を集める時に、各クラブか ら多少

負担をしていただくことがいいのではないかと

の意見が全国のガバナー会議で出ている。 365 

区では、福井大会で各会員年額 2,000円を負担

しようという ことになった。いずれこのことは

地区協議会の時、会長幹事の部会で発表し研究

して もら うことにしたい。

Rローターアクト（古市委員長）

現在 6クラブあるが、これを10クラブに拡大

したい。年令の問題が、18オ~28オに拡張され

たので、今後は相当の程度まで行くのではない

かと思っている。地区協議会を、366区と合同

して、 6月20日にやることになった。 30万円の

予算で、大阪ローターアクトクラブの当番で行

われる。

鬱世界社会奉仕（原田委員長）

5年前にこのフ゜ロジェクトが出来て以来、ま

すます重要性を増して、ウ ォーク 会長も特にこ

れをとり上げた。 165万円の配分は、100万円を



海外医療協力会に、 35万円を沖縄救らい事業に

30万円を韓国慈行会に贈呈した。また東パキス

タン風水害寄付はWCSとしてでなく贈ったが

斎木P.G.の現地視察の結果、永久的避難所の

建設が最もよいということになり 、365区、 366

区、 367区、368区の 4人のガバナーが委員とな

り、これに斎木P.G.が加わって 5人できめる

こととなった。 （東パキスタン避難所建設委員

会一委員長は絹川ガバナー）

〇指名 （塚本委員長）

大谷ガバナーノミニー指名の件について報告

の後、ガバナー事務所経費の問題にふれ、次年

度、湯浅さんがRI理事として 2年間つとめら

れるのでガバナー事務所の実情をRIに認識し

てもらうため、資料を提供することになった。

以上で各委員会の報告を終り 、引きつづいて

各委員会の問題についての質疑応答に移り 、最

後に井関ガバナーから、あと 2か月半あるので

各委員会とも計画活動をつづけていただきたい

とあいさつ、午后3時、合同委員会の幕を閉じ

ました。

直東パキスタン風水害報告書

RI世界社会奉仕副委員長

斎 木 亀 治 郎

かねてご依頼を受けておりました東パキスタ

ンのサイクロン被害状態調査並に救援方法協議

を終えて帰国いたしましたので、次にご報告申

上げます。

(1) 被害調査

現地調査は容易にできるものと考えてダッカ

へ参りましたが、そんなに簡単ではありません。

ダッカからチッタゴンまでは空路 1時間で充分

ですが、チッタゴンから最も近い被害地ハチア

島へ行くにも 、フェリ ーで8時間を要するため

同島の視察だけにも 3日を必要と し、 且つまた

食糧、飲料水、宿舎等も得難く 、まして全被災

地域の視察などはとうてい困難であることがわ

かりました。

そこで小型飛行機をチャ ーターして現地へ飛

びました。ダッカ空港からガンジス河主流に沿

って南下し、ハチア島をはじめとして、パトア

カリ地方まで各島々を低空飛行で視察した後、

ガラチパの水路に着水しました。この地域が政

府の援護局から ロー タリ ー救援期域と して指定

されているところです。被害状況は、新聞で報

導された通り無惨なもので、サイク ロンと称す

るものの特異な被害を知ることができました。

(2) 現地ロ ータリ ーの活動状況

災害発生と同時にロ ータリアンの医師が急行

して医療にあたったり 、他よりの援助を得てボ

ー トの寄贈等をした、という話でした。

(3) 救援方法の協議

パストガバナー、 ラヒム ・カーン氏、現ガバ

ナー、アブドル ・ハック氏、ダッカ、ダッカ北、

ナラヤンガンジー各クラプの会長、地区幹事、

世界社会奉仕委員等と 、 日本 ロー タリアン各

位の救援金の使途について協議しました。先方

は、2階又は 3階建の避難用建物を建設したい

から送金してもらうか、日本で建築してそれを

寄贈してほしいという希望—でした。 ど希望を承

わり帰国後日本のガバナーに報告した上で、救

援方法を決定していただきます、と申し上げて

別れました。

(4) 今後の処置

救援方法については、ガバナー諸氏ご相談の

上ご決定願いたいと思います。参考までに私の

卑見を申し上げます。
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（イ） 救援物件は、先方の希望通り避難用建築

物が最適と思う。

（口） 建築に 2つの方法がある。

(Al は現金を送金して先方で建築させる。



(B) は日本の手で建築をし、建築物を寄贈

する。

(A)は現地の状態を考える と問題があり 、(B)

の方がベタ ーだと思われる。 （なお、(B)に

ついて調査した結果、適当な建築方法があ

り、現地で建築をやってくれる権威ある日

本の業者のあることがわかりました。もし

必要ならば紹介いた します。 ）

い） 今後の実施については、ガバナー諸氏ご

協議の上、 適当な窓口を作ってその衝にあたら

れたく 、先方は現ガバナー、 アブド）レ・ハ ソク

氏がその窓口となる ことをきめてきました。

以上取り急ぎご報告申し上げます。こ協議の

ため小生が出席する必要がありましたら、お申

付下されば出向きまして更に詳しくこ説明申し

上げます。ただ目下同地は政治上のトラブルの

ため混乱しており 、且また 6月から10月まで雨

季のため建築が不可能であることをお含み願い

ます。

圏ペルー震災義捐金について

◎第358区安田幾久男ガバナーから、全国各地区

ガバナーあて来信

全国ロ ータリアンの善意に依るペルー震災義

捐金は、43,529ドル58セントの巨額に達し、昨

年12月28日RI本部指示に基き、 第446区地震

罹災者基金として、同地区直前ガバナー Luis

V. Altuna氏を通じ送金いたしました。これに

対し、 Altuna氏より 2月11日付及び 3月16日

付、同封英訳文のとおり 、てい重な感謝の手紙

が参りま したので皆様方に対する感謝の意をこ

めてこ通知申し上げます。この手紙に依れば、

震災により破壊された学校の再建資金に当てら

れ、全日 本ロー タリアンに対する深甚なる感謝

が表明されております。皆様方の好意とこ協力

に対し重ねてありがたく お礼申し上けます。

@Luis V. Altuna直前ガパナーから、安田358区ガ

バナーヘの手紙の大要

私の国の CaJlejonde Huaylas地方を襲っ

た地震の犠牲者に対する義捐金についての貴殿

の御親切なお手紙をいただき、感謝に堪えませ

ん。私と 、この地区のロ ータリアン並びに地震

の被災者全員に代って御親切を感謝申し上げま

す。

私は、 リマのWiese銀行から日本の各地区か

らの総額43,529ドル58セントに達する ロー タリ

アンの義捐金を受け取りました。

このお金は、世界各地から送られたお金と一

緒にして、 学校再建の基金とします。 地震に

襲われた地方の学校は完全に破壊されたからで

___,__ 
9。

私は、ペルーの全ロ ータリアンが心から感謝

申し上げているという ことを、ガバナーの皆様

に、また各地区の ロー タリ アン全部の方々にお

伝えいただきたいと思います。

直青少年の海外旅行とロータリー

旅行シ ーズンの到来と共に、青少年の海外旅

行についての次のような RIの方針を念頭にお

いて下さい。

いかなるロ ータリ ークラブも 、若者を海外に

送るこ とについて、次の条件を充すのでなけれ

ば、支持協力を与えてはならない。

すなわち、旅行計画の全面にわたって、前も

っで慎重に検討することが必要である。

特に、 ロータリークラブは、証明書の発給を

してはならない。また紹介状を与えてはならな

い。海外におけるロ ータリークラブに若者を紹

介し、 または身分を証する目的をもって、援助

を要求した り、証明書や文書の要請をするこ と

は禁止される。ただし、前もって完全な相互協

定が成立していて、ホ ストク ラブの好意と援助

が得られる場合は、こ の限りでない。
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更に、RI理事会の勧告によれば、いかなる

ロータリークラブも、他国のロータリークラプ

が自国で後援を認めている若者であっても、そ

の者に、好意と援助を与える義務はない。ただ

し、受入れ側のロ ータリークラブが、事前に、

かつ明らかに、援助提供を同意している場合は

この限りでない。いかなるロ ータリーク ラブも

若者に援助を提供するかどうかを決定する権限

を有するのである。

園1972年規定審議 会地区代表決定

来年ヒュ ーストンで行われる大会の規定審議

会への当地区代表 1名及び代表代理 1名は、郵

便投票により各クラブの選挙をお願いしたとこ

ろ、全クラブの御賛同を得て、次のとおり決定

しましたのでご報告いたします。

366地区代表塚本義隆 （直前ガバナー）

同代表代理 大谷一雄 （ガバナーノミニー）

各クラブ記念式典

④那智勝浦 （創立10周年）

3月17日、勝浦観光会館において、井関ガバ

ナー始め県下各クラブの会長或いは代理の方々

その他大ぜいの来賓の臨席を得て盛大に行われ

た。出席者は、クラ ブ会員31名、来賓ビジタ ー

会員家族を含めて合計97名に及んだ。

同クラプは昭和36年 3月17日、スボンサーク

ラブ新宮の特別代表、尾崎作次郎君によって、

27名の会員で創立された。 当日、 10名の10年間

100%出席会員の表彰が行われた。祝賀会では、

来賓祝辞の後、4名の物故会員への黙祷、記念

事業として町当局へ公報車 （コ ロナマーク II19 

00cc) 1台の贈呈を行い、祝宴の後、盛況裏に

散会した。

④堺南（創立10周年）

4月19日、堺市民会館において、多数の来賓
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会員、家族、総数 117名で式典が行われた。中

江会員の司会のもと、辻本委員長、小新会長の

あいさつにつづいて、井関ガバナー、堺クラブ

木）II田会長の祝辞をいただいた。

記念事業の 1つとして、仁徳御陵の南にある

大仙公園「どら池」の周囲に桜の名所を造るこ

とにし、その記念植樹費として40万円を堺市に

寄付した。なおこの事業は今後も継続して行う

ことになっている。祝賀パーテ ィーには、塚本

直前ガバナーの詩吟の名調子を拝聴するなど、

全員なごやかに楽しく 、創立10周年を祝賀して

散会した。

④八尾（創立10周年）

4月21日、八尾商工会議所会館において紀念

祝典が行われた。平野委員長、戸田会長のあい

さつ、そして井関ガバナーから、意義ある業績

賞の映画をレーク フ゜ラシッドで見た時の感激を

述べられ、洩田特別代表から壮年に育ったクラ

ブヘの激励といましめのあいさつがあり、 厳粛

かつ惑激裏に式典が進められた。

記念奉仕事業としては、約 180万円前後の予

算のもとに、 八尾市労働会館増築に伴う空地

（約300平米）に、庭を寄贈することとし、 3月

には竣工式、そしてその写真が式典当日配られ

る 10周年誌に載るようにとし上うー企画ヱ実打さ~1,

た。式典後、休憩時に茶席があり、祝宴、余興

に移って、手に手の大合唱は、われらよくぞロ

ータリアンたりしの喜びをひびかせつつ散会し

た。

④和泉（創立10周年）

5月 5日、羽衣荘において、 厳粛なる式典に

引つづき、つつじ満開の庭園での盛大な祝賀ペ

ーテ ィが催された。出席者は、来賓28名、会員

57名、家族50名、計 135名であった。同クラプ

は、昭和36年6月泉大津RCをスボンサーとし

て誕生し、その後着実に成長発展をつづけ、特



に出席率においては優秀クラプとして表彰を受

けた。記念事業の一環として国際奉仕活動及び

青少年の育成に力をいたし、姉妹友好クラブで

ある台北西RCの御協力を得て、和泉市中学生

8名を台北及び台南に派遣し、友好親善の使命

を立派に果して帰った。 （費用約130万円）。そ

の他社会奉仕として、チャリティ ーバザーを開

き、そのき。心金を身体障害児父母の会に贈り 、

なお又式典のさい市福祉協会に10万円、 ロータ

リー財団へ20万円を寄付した。

④守口 （創立10周年）

5月 8日、同クラブ例会場三洋健保会館にお

いて、来賓34名、ローターアクト会員 8名、会

員46名、家族27名、計 115名の参加のもとに、

簡素ながら厳粛に式典が挙行された。

同クラブは昭和36年 3月20日、大阪、高槻、

大阪東クラブをスポンサーに、田宮特別代表の

御尽力によって創立、今日に到ったが、そ の間

門真RC、守ロロ ータアクトクラブの創立など

順調な発展を示した。

式典では、記念事業「小公園、4つのテスト

記念碑」、 「ロ ータリー財団 500%達成」及び

「記念誌編さん」についての報告、守口市長へ

の記念碑引渡式、来賓祝辞、皆出席者等への表

彰状贈呈があって祝賀会に移り 、 ビアノ演奏の

流れる中を一同和やかに歓談し、井関ガバナー

による万オ三唱の後、盛会裏にその幕を閉じた。

圏G.S.E.T.団長西川武四郎君の来信

3月11日伊丹を出発して、オーストラリアに

派遣された研究グルーフ゜交換団長から、塚本直

前ガバナーあて 5月2日付のお手紙を次にご紹

介いたします。

拝啓、グループスタディー 1行出発後、いよ

いよ最終段階に入りました。連日連夜の強行 ス

ケデュ ールに追いまくられて、落着いて通信を
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申し上げる暇もなく 失礼しています。お蔭様で

1行 7名極めて元気旺盛で、今日までに訪問し

たロ ータリ ークラブ数、 実に 24か所に及びま

す。どこ に参りま して も大変な人気と大歓迎で

これでも招待希望のクラプが多くてできるだけ

しばってい るという幹事さんの苦心談で、恐縮

している次第です。

ロータリー クラブの存在の偉大さは、豪州に

来て始めて実感となって入って来ます。パース

到着そうそう市長、ウエスタンオーストラリア

州のガバナー並びにプリティッシュコモンウェ

）レスのガバナー （女王の代表）を、個別に訪問

し種々話をしたりウィスキーを御馳走になって

参りました。何れも日本に対し大変な親近感を

持っていで快よく会見してもらいました。パー

ス市中心に会社、工場、各種学校、病院、社会

施設その他各方面にわたって参親しました。

その後、東南部地方の旅行に出て、牧場、農

場、炭鉱、鉄鉱山など全く気の遠くなるような

膨大な天然資源に接 して驚くばかり です。次に

北部地方を 1週間程廻って、昨日パース帰着、

来遥はまた 1週間ばかり南部地方の旅輿行をし

て、いよいよ最終段階に入る予定です。どこに

参りましても自然の大きな事と人口の稀薄なこ

とと 、日本とは全くの対照的な世界が存在する

のにひたすら感 じ入 る次第です。 (5月2日パ

ースにて 西川武四郎）

なお、 1行の今後の予定は、

5月14日 パ＇ース出発、メルボルン 2泊

5月16日 、ンドニー到着、 3泊、世界大会出席

5月19日 シンガポー）レ到着

5月21日 香 港 着

5月22日大阪着

圏1972~73年度財団奨学生選考審査

4月30日、新大阪ホテルにおいて、井関ガバ



ナー、 塚本P.G.小中委員長、野田、須賀川、

吉村の各委員並びに審査を依頼したアメリカ文

化センター館長 Mr.Albert Ballの諸氏出席

のもとに、上記の選考審査が行われ、審査方法

としては、書類審査、面接審査、英会話審査を

実施し、その結果下記のと おり奨学生 3名及び

補欠 1名が決定された。

奨学生候補者

足立 啓子大学院課程 大阪RC推薦

吉田 康信大学院諜程 堺RC推薦

山科 幸夫大学課程 富田林RC推薦

補欠候補者

杉中むつみ大学院課程豊中RC推薦

面ロ ータリー財団寄付額平均6159-a

本年 4月30日までの地区内各クラブからのロ

ータリー財団への本年度寄付額は40,611ドルに

達しました。会員 l人あたり 13ドル20セントで

す。また、最初よりの寄付額累計は 189236ド

ルで、会員 1人あたり61ドル50セントとなりま

す。 615パーセントというわけです。各クラプ

の寄付額パーセントは次表のとおりで、 ＊印は

4月に達成した新パーセンテージを示します。

形クラプ数 クラブ名

200 4 門真、箕面、寝屋川、大飯柏原

300 11 橋本、枚方、粉河、大阪阪南、

＊大阪東淀、大阪城南、新宮、吹

田、高石、 富田林、豊中南

400 11 *御坊、枚岡、泉大津、 海南、貝

塚、岸和田、松原、大阪西北、

大阪淀川、白浜、高槻

500 12 有田、泉佐野、河内長野、守ロ

大阪南、大阪西南、大阪天満橋

大阪西、 ＊堺東南、田辺、豊中

八尾

600 5 

1

4

1

2
 

0

0

 
0
 
0
 

0

0

 
0
 
0
 

7

8

9

0

 
，
 

ー

東大阪、＊池田、和泉、＊大阪住

吉、和歌山

大阪北

大東、茨木、大阪、和歌山東

堺南

那智勝浦、大阪東

1,300 1 *駆

1,400 1 和歌山南

（注） 新設 3クラブ、大阪心斉橋、描津、和

歌山東南は本表に含みません

圏公式訪問予定 （和歌山東南クラプ）

井関ガバナーの366区内各クラプに対する公

式訪問は、和歌山東南クラプを除き、全部終了

したが、4月14日付認証を受けた同クラブに対

する公式訪問は、6月19日（土）行われること

となった。

圏シドニー国際大会への出席者

366区の各クラブから多数の方々が、 シドニ

ーの国際大会へ参加されました。参加者は25の

クラブから 、会員88名、家族65名、総計 153名

の多数にのぼりましたので、ご報告いたします。

御注意までに

R6月分出席報告は、従来どおり井関ガバナー

事務所あて、 7月8日までに提出して下さい。

ェ姿04'. 噂

④ロータリーの現況

3月26日現在 049か国、地域）

RC数、 14,683

会員数. 695,500名

7月以降新設数 338R C (46か国）
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4 月 出 席 報 告
(Attendance Report for April) 

順位クラプ名 例数会会数員期初と 出席率 前月
の増減 順

順位クラプ名 例数会会数員期初と 出席率 前月
の増減 順

1 大阪西南 4 68 +16 100.00 5 30 白 浜 4 41 +5 95.09 41 

2 和 泉 4 62 +4 100.00 1 31 八 尾 4 53 +3 95.00 49 

3 橋 本 4 56 +l 100.00 2 平均出席率 94. 94% 

4 高 槻 4 54 +2 100.00 3 32 田 辺 4 66 +l 94. 70 34 

5 東大阪 4 58 +3 99.55 25 33 堺東南 4 33 +2 94. 70 17 

6 池 田 4 50 +l 99.51 26 34 大阪住吉 5 74 +2 94.53 37 

7 吉向 石 4 4-1 -1 99.39 19 35 新 宮 4 54 94.34 32 

8 大阪阪南 4 50 +4 99.00 8 36 和歌山南 5 60 +5 93.56 44 

9 大阪淀川 5 68 -2 98.23 7 37 堺 4 112 +l 93.18 27 

10 大阪西 4 94 +3 98.12 29 38 富 田林 4 56 +3 93.17 38 

11 和歌山 4 97 +4 98.07 11 39 枚 岡 4 40 -2 93.13 39 

12 泉大津 5 72 +l 98.02 13 40 大阪東淀 4 30 +30 93.13 46 

13 大阪天満橋 4 59 +9 97.89 16 41 那智勝浦 5 34 -1 92.69 23 

14 大阪東 4 85 -2 97.54 33 42 大阪城南 5 47 +8 92.34 31 

15 河内長野 5 56 97.50 6 43 大 阪北 4 164 +7 92.26 43 

16 粉 河 4 29 +1 97.42 4 44 枚 方 4 51 +2 92.16 30 

17 堺 南 4 68 +3 97.39 ， 45 御 坊 5 63 +3 92. 13 35 

18 和歌山東 3 78 +7 96.97 12 46 豊中南 4 30 +2 91.67 54 

19 有 田 4 49 -1 96.94 14 47 岸和田 4 58 -1 91.38 40 

20 茨 木 4 49 -2 96.75 10 48 大阪柏原 4 26 +5 91. 16 42 

21 大阪西北 4 50 +12 96.50 45 49 守 ロ 4 53 +2 91.01 47 

22 海 南 4 57 +3 96.43 21 50 寝 屋川 5 28 +4 89.91 52 

23 豊 中 4 54 午1 96.31 20 51 大 東 4 34 89.71 48 

24 松 原 4 51 +3 96.05 22 52 貝 塚 4 53 +7 89.63 36 

25 掘 津 5 30 +30 96.00 28 53 大 阪 5 297 -1 89.47 51 

26 大阪南 4 155 +7 95.72 24 54 門 真 4 26 +l 85.06 53 

27 泉佐野 4 58 +2 95.69 18 55 大阪心斉橋 4 29 +29 84.69 55 

28 箕 面 4 28 95.54 15 合計 230 3, 397 + 226 5, 221. 59 

29 吹 田 4 59 ~5.26 50 
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第366区ガ パナー

チ［社］え伯
区内各会長及び幹事殿あて

月 信（写）

GOVERNOR: HISAGUSU !SEKI 

OFFICE: 和歌山市西汀丁 内田ビ）レ 3階

Uchita Bldg,, Nishi-Migiwacho, Wakayama-shi 

ADDRESS: P.O. BOX 5, WAKAYAMA 

和歌山局私密箱5号 640-91 

TELEPHONE: 0734-22-0 8 4 7 

CABLE ADDRESS: INTEROT ARY WAKAYAMA 

第 13号 （昭和46年 6月25日 発行） Yo. 13 June 25, 1971 

圏1971-72年度国際ロータリー理事会

の陣容

会長 エルンスト・プライトホルツ

（スエーデン）

理事 マルセル・コルバット CU. S .A.) 

ジョン ・ダルトン (U.S. A.) 

ジュ ール・フロック CU. S.A.) 

ロイ・ヒックマン (U.S.A.) 

ベン・ホーメル (U.S.A.) 

ロルフ・クレリッヒ （フィンランド）

ホセ・マルティン （アルゼンチン）

コルネリウス・マイヤリンク

（オランダ）

）レヌ ー （オーストラリア）

ローランド ・リチャ ー ドソン

（イングランド）

プラット・シークレスト (U.S.A.)

事務総長 、ジョ ージ ・ミーンズ (U.S.A.)

財務長 ロイド・ホリスター CU.S.A.) 

直シドニー国際大会の登録数

5月16日から20日までオーストラリアのシド

ニーで開催された国際大会における73か国（又

は地域）からの登録数は16,646名であり、これ

に16才以下の参加者 574名を加えると出席者総

数は17,220名にのぼりました。多数参加国は次

アーサー ・シンプ ソン

湯浅恭三

（カナダ）

（日本）

のと おりでした。

豪州 9,603 

U.S.A. 3,817 

日 本 1,752 

ニュ ージーランド 815 

カナダ 278 

イタリ ー 107 

スエーデン 87 

中華民国 79 

フィリビン 56 

メキシコ 45 
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アルゼンチン

オランダ

44 

37 

各クラプ記念式典

⑲堺（創立20周年）

3月27日、臨海工業地帯の真中の臨海センタ

ービルにて、多数の来賓、会員、元会員遺族等

総数126名の出席を得て行われた。

午后 3時より 6階において式典挙行、森パス

トガバナーが、井関ガバナーの祝辞を代読され

露 口大阪RC会員は創立当時の思い出を話して

下さる。木川田会長より 記念植樹目録を河盛市

長に手渡し 、当選記念歌「今日も 1日」 （奈良

会員作詞）が堺市民合唱団によって披露された

午后 5時より祝賀パーティーが 2階ホールに

て賑々しく行われ、出席 9名のチャーターメン

バーにレイを贈ってその功績をたたえ、 多数の

近隣親子関係RCより祝辞をいただき、海外か

らの祝電も披露されて 6時閉会した。

記念事業には、堺で最も歴史的な仁徳御陵前

の小公園に松の大樹を植え、記念品には、身近

なオ ーバナイト入れを一同に配布、記念誌を近

々発刊の予定をしている。

●河内長野（創立10周年）

4月15日、大阪太閤園において、簡素ながら

厳粛に行なわれた。出席者は、井関ガバナー始

め25名の来賓、会員51名、会員家族26名計102

名が列席。

当クラブは田中常楠特別代表（橋本RC)の

並々ならぬご努力により創立され、地域社会へ

の奉仕は勿論のこと 、橋本RCの伝統的な特色

である出席率上昇に努め、大優勝旗を獲得した

年度もあります。又、若い優秀な会員を増強し

て、平均年令の若返りを計り、現在56名（創立

時26名）と順調に成長して参りました。

式典は、井関ガバナー、 河内長野市長その他

来賓の祝辞、田中特別代表の生みの思い出話を

いただきました。記念事業は当市の名所寺が池

公園にロ ータリ ーの森を造成し 、そこに 250本

の桜を植樹、市長に贈呈いたしました。又、こ

の日を記念して会員が作詞した「河内長野ロ ー

タリークラブの歌」 を披露し、 厳粛に式典を

終了。祝宴は舞踊噂§師子、に始まり 、来賓の

かくし芸、歌謡ヽ ンョ ー等、終始なごやかに進め

られ、 100人の手に手つないでの大合唱、感激

とともに、ロ ータリアンとしての喜びをひしひ

しと感じ定刻通り散会。

鬱和歌山南（創立10周年）

4月28日、和歌山県経済センタ ーにおいて井

関ガバナー始め、緒方、原田、 塚本各パス トガ

バナー、 県下各クラブ会長等、来賓ビジタ ーの

臨席を得、会員49名、 会員家族あわせて 105名

の出席にて盛大に行われた。

同クラプは、 1961年にスポンサークラフ和歌

山RC、特別代表井関ガバナ ーによって、24名

の会員で創立された。

当日は、橋本委員長、紀会長のあいさつに引

つづき井関ガバナーより 、本年創立10周年を迎

えるクラブは地区内に11クラブあるが、 私 とし

ては特に印象深く市内新クラブ結成とロータリ

ー財団寄付向上とが最もよき記念事業と喜んで

いる。今後とも心を新にして会員間の隔りがあ

れば取り除き、一致団結 してロータリー活動に

まい進してほしい、との祝辞があった。つづい

て 4名の10か年皆出席者表彰、物故会員への黙

襦、記念事業として、県民文化会館前への時計

塔設置を行った。祝賀会では、会員提供による

10か年思い出のスライド映写を行い、一同和や

かに歓談し盛会裏に会を終えた。
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R泉大津（創立15周年）

5月 1日（土）午后2時より、泉大津市消防

署会認室において厳粛に記念式典を挙行、引つ

づき小松荘にて記念祝賀家族会を開催、簡素な

がら意義ある 1日を送った。出席者は来賓l7名

会員62名、家族48名、計 127名であった。

同クラブは31年5月4日、堺スポンサークラブ

辻本特別代表のよき御指尊によって創立され、

その後順調な発展の下に、36年6月には和泉R

Cを創設し、その間、米国 741区との留学生交

換を行い、同クラブより 4名、米国より 2名の

交換を行った。

式典は、井関ガバナー、 木川田堺RC会長、

市長その他の来賓祝辞に引つづき、記念事業と

して、 市民会館建設基金、ボーイスカウト会館

建設基金、ガールスカウト活動資金をそれぞれ

贈呈、15年間連続皆出席会員 2名、10年間以上

皆出席会員27名の表彰を行い、次いで、祝賀宴

には鳳啓助、京唄子外の漫才、舞踊と、終始和

やかに進められ、6時盛会裏に解散した。

亀白浜（創立10周年）

5月 6日午后 5時より 、小雨煙る新装ハマブ

ランカ会議室において開催され、井関ガバナー

外90名が参加して盛大に行われた。田中委員長

の開式のあいさつに引つづき、井関ガバナー、

田辺スポンサークラプ広木会長、合同チャータ

ーナイトク ラブ那智勝浦RCの寺本副会長その

他の来賓祝辞があり 、つづいて玉川会長の物故

会員をしのぶ言葉並びに物故会員 5君について

の想い出話があり 、黙襦を捧げた。ついで第 4

代岩城会長の白浜クラブ10年の歩みと題する卓

話、皆出席表彰があって閉会した。 6時半祝宴

に移って家族約50名が参加して、ロータリーな

らではの感慨深い楽しい家族会のタベだった。

記念事業としては、 100万円を白浜駅前美化

施設資金として白浜町へ寄贈した。式典はでき

る限り質素にはするが意義を持たせるため、上

記物故会員の追t卓に重点を置くフ゜ログラムを実

施した。

〇泉佐野（創立10周年）

5月22日、新東洋において、井関ガバナー始

め塚本パストガバナー、 堺以南の各クラブの会

長、其他関係諸団体の来賓の御臨席を仰いで、

盛大に挙行された。出席者は来賓22名、会員51

名、家族其他53名、計126名。

同クラブは昭和36年1月9日、スポンサークラ

ブの大阪、岸和田両クラブ、特別代表として、

岸和田クラプの中沢米太郎氏の並々ならぬ御援

助によって、 31名のチャーターメンバーにて創

立されたが、順調に発展を遂げ、現在会員数58

名にて近き将来、泉南ロ ータリ ーク ラブ（仮称）

を創立せんと、着々と準備を進めている。

式典に先だち、記念事業として市内在住の彫

刻家、道下長生氏力作の、すくすくと成長する

象徴として、 「青年の像」を泉佐野駅前広場に

建設し、当日早朝より神事の後市当局に贈呈 し

た。

式典は11時30分より式典委員長義本仲氏の開

会挨拶に始まり 、4名の物故会員に対する黙襦

の後、井関ガバナー、 塚本直前ガバナー、中沢

元特別代表の祝詞に引続き、優良従業員の表彰

の後宴会に移った。
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祝典を特にこの日に決めたのはバラの花の満

開の時を選んだためで、会員津志本氏のデザイ

ンにて、玄関より式場、宴会場と 1万輪のバラ

の花で埋め尽され、その美事な色と香と豪華さ

に出席者一同陶酔、圧倒させられ、時間の経つ

のを忘れる程であって、予定を 1時間延長して

午後 4時過ぎ、ロータリーソングを最後に散会

した。



直清風南海学園インターアクト結成式

5月26日午後 2時30分、清風南海学園の会議

室に於て、宮本 366地区インタ ーアクト委員長

を迎えて結成式が挙行された。高石RCから会

長以下20名の会員と学校側から校長以下18名の

先生多数の参列者があった事は、あたかも新ク

ラブの前途を予言しているかの如く力強く感 じ

られた。

式は隅谷 IC委員長の開会の挨拶から始まっ

た。崇高な教育方針を持つ学校に、校長先生を

はじめ関係諸先生の力添えで30名の優秀な会員

を有するクラブが結成出来た事の慶びをのべら

れたと同時に、この激動する70年代の世界を迎

えて若い人々が国際理解を深める事は意義深い

事であると激励された。

続いて高石RC会長であり 、同校の校長であ

る平岡校長より同校の教育方針とロ ータリー精

神と相通ずる事を強調され、生徒諸君に4つの

テストが紹介された。 4つのテストは一見容易

に見えるが、実行することは中々困難である。

しかし諸君の努力によ ってこの 4つのテスト が

諸君の学校生活に生かされる様にと挨拶があり

司会者よりクラブ顧問の先生と30名の会員の紹

介があり、会長よりバッヂが手渡された。式は

川田新クラブ会長の学校の教育方針とロータリ

一精神に基いて創意工夫をして国際理解に奉仕

すると力強い宣誓でクライマックスに達した。

その後宮本地区委員長より祝詞があり、その

冒頭でこの式場に入った瞬間に生徒諸君に何か

意気込みがある様に感じられ、このクラブは将

来立派なクラブに成長すると思うと卒直な感想

を述べられた。クラプを作るのは易しいが、そ

れを維持し成長させるのは困難である事を話さ

れ、関係諸君諸先生の注意を喚起された。

またインターアクトクラプの国の内外の国際

理解の場での活躍と大きな役割を述べられたが
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新クラブの今後の指針になった様に思う。原口

副会長の万オ三唱で式は無事終了した。式終了

後も宮本委員長を囲んで関係諸氏諸先生とイン

ターアクトの今後の問題について忌憚のない意

見が交され、有意義な一日であった。

圏新ポール・ハリス・フェロー誕生

大阪天満橋RC 松本政雄君

5月 5日付ロータリー財団からの手紙によれ

ば、上記松本君にポー）レ ・ハリス・フェロ ーの

称号が贈られましたので、お知らせいたします

とと もに、深甚なる敬意を表します。

直大阪心斎橋RC認証状伝達式

昭和45年11月10日創立され、 11月19日付認証

された上記クラブは、 5月15日（土）午後 3時

から 、新大阪ホテルにおいて、認証状伝達式を

挙行した。特別代表浅田敏章君の開会のことば

に始まり 、井関ガパナーの認証状伝達並びに祝

辞、中島会長のあいさつ、塚本直前ガバナーの

祝辞その他があって祝賀行事にすすみ、特別講

演、大阪教育大教授、前田勇氏の「日本語の堕

落」、次いで舞踊、 常盤津 「千代の友鶴」があ

って、披露パーティに移り、 18時30分、盛大に

終了した。

直ロータリー財団へ 1人あたり14ドル25

当地区各クラブの本年度ロ ータリ ー財団寄付

額は昨年 7月 1日から本年5月31日まで合計43,

813ドルにのぼりました。 ガバナーとして深く

感謝いたします。

この金額は会員 1人あたりにして (1969年12

月末日の会員数を基礎に計算すれば） 14ドル25

となります。前年度中の寄付額 1人当り平均12

ドル07に比較すると 2割近くもふえました。あ

りがたいことです。最高は和歌山南RCの 1人



当り 101ドル余です。詳細は別表を御覧下さい。 200% 3クラブ 800% 4クラブ

寄付累計額のクラブ平均ペーセンテージは、 300% 12クラブ 900% 1クラブ

625形になりました。 最高は和歌山南RCの1,5 400% 11クラプ 1, 000% 1クラブ

00%です。しかし地区としてのパーセンテージ 500% 11クラブ 1,100% 1クラブ

は最低クラブのパーセントをもって呼ばれるた 600% 5クラブ 1, 300% 1クラブ

め200%地区であります。パーセント別のクラ 700% 2クラブ 1, 500% 1クラブ

ブ数は次のとおりです。 （新設 3クラブ大阪心

斉橋、掘津、和歌山東南は計算から除かれてい

ます）

ロータリー財団への本年度寄付額一覧

クラブ
12/69 本年度 会員 1 累計額パ 12/69 本年度 会員 1 累計額パ

会員数 寄付額 人当り ーセント
クラプ

会員数 寄付額 人当りーセント

有 田 47 333ド）レ 7 .10ドル 500 大阪北 156 3,010 19 .29 700 

大 東 32 499 15.59 800 大阪西北 35 689 19 .68 400 

御 坊 57 400 7.03 400 大阪心斉橋

橋 本 51 54 1.05 300 大阪南 149 1,361 9 .14 500 

東大阪 50 1,166 23.33 600 大阪西南 42 1,487 35.41 500 

枚 方 47 101 2.14 300 大阪住吉 65 1,148 17 .67 600 

枚 岡 44 357 8.11 400 大阪天満橋 50 2,700 54.00 *700 

=)久- 木 49 871 17 .77 800 大阪西 86 837 9 .71 500 

池 田 47 212 4.52 600 大阪淀川 66 817 12.38 400 

和 泉 57 386 6.78 600 堺 107 2,750 25.70 1,300 

泉大津 65 569 8.76 400 堺 南 66 1,350 20.45 900 

泉佐野 56 193 3.46 500 堺東南 31 1,701 54.90 500 

門 真 24 27 1 .15 200 摂 津

海 南 54 326 6.03 400 新 宮 56 123 2.19 300 

貝 塚 46 585 12.73 400 白 浜 38 449 11.84 400 

河内 長 野 57 626 10. 98 500 吹 田 60 220 3.66 300 

岸和田 57 410 7 .19 400 高 石 40 163 4.07 300 

粉 河 24 67 2.79 300 高 槻 53 216 4.07 400 

松 原 49 493 10.06 400 田 辺 64 372 5.80 500 

箕 面 24 378 15.75 *300 富田林 53 207 3. 91 300 

守 ロ 49 162 3.30 500 豊 中 53 325 6.13 500 

那智勝浦 34 387 11 .39 1 ,ODO 豊 中南 24 132 5.50 300 

寝 屋 川 24 40 1 .66 200 和歌山 88 1,255 14.26 600 

大 阪 288 2,122 7.36 800 和 歌 山 東 73 1,903 26.07 800 

大阪東 78 1,810 23.21 *1,100 和 歌 山 南 51 5,178 101 .54 *1,500 

大 阪 阪 南 35 407 11 .63 300 和歌山東南

大阪東淀 24 726 30.25 300 八 尾 45 856 19.02 500 

大阪城南 34 339 9,99 300 

大阪柏原 21 500 23.81 200 56クラプ計 3,075 43,813 14.25 625 

（注） ＊印は5月に達成した新パーセンテージを示す
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圏年次大会仮決算書/46.6.1現在

＜収入の部＞

項 目 予 算

地区大会分担金 6,200,000 

(@2,000x 
3,100人）

県下 の R.C. 協力金 2,360,000 

(@5,000x 
310人）

(@3,000 X 
270人）

ホストクラプ 拠出金 1 .060,000 

(@20,000 
><-53人）

参 加 登 録 料 4,800,000 

(@4,000x 
1,200人）

希 望晩さん会費 750,000 

(@2,5QQX 
300人）

ガバナー 事務所 より

地 区 資 金

会長代理記念品代

歓 迎 メコ 費

利 、自Cヽ

A ロ 計

収入総額 17,691,527 

支出合計 16,482.71 D 

差引剰余金 1,208,817 

金 額

6,674,000 総

(@2,000 X 1 

3,337人）

2,521 ,ODO 

(@5,000x 
341人）

(@3,DO□x 
272人）

1,110,000 

(@20.000 
X55.5人）

5,724,000 

(@4,00□x 
1,431人）

1,272,500 

(@2.500X 
509人）

250,000 

50,000 
I 

65,000 

(@2,500 X 
行26人）

25.027 

芦--"-

記

広

A コ

食

接

入六

救

保

余

17,691,527 
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＜支出の部＞

項 目 予 管牙 金 額

務 費 4,935,939 

印 刷 費 1,800,000 1,158.540 

通 信 費 150,000 192,377 

謝 礼 費 300,000 350,771 

記 念 品 代 1,200,000 1,240,361 

消 耗 品 代 50,000 54,557 

人 件 費 580,000 869,664 

借 室 代 200,000 250,000 

バナー ・タスキ ・腕 300,000 85,285 
章 ・胸章代

A コ云 ム口 費 200,000 244,377 

本 部 費 10,000 80,560 

年次大会準備費 71,060 

事 務局交通費 7,290 

備 品 77,812 

雑 費 253,285 

事 補 助 費 748,145 

ゴ Jレ フ 、コムエ 300,000 301,895 

茶 席 ムコ 300,000 300,000 

俳 句 A コZ 200,000 93,250 

馘 光 費 100,000 53,000 

録 費 500,000 560,140 

録 費 2,000,000 2, 1 DD, DOD 

報 費 100,000 57,772 

場 費 2,000,000 2,215,205 

事 費 2,400,000 3.211 ,558 

待 費 100,000 158,411 

通 費 400,000 476,000 

護 費 50,000 

安 費 50,000 

興 費 2,000,000 2,019,540 

メ口入 計 16,482 ,71 D 

（単位円）



31 . 1 

5月出席報告
口 ，I l 資料室

(Attendance Report for May) 
冊子

53 

順位クラプ名 り 讐 言 ド 麿 誓 贔 出 席 率 門 、 順位 クラプ名 例数会 会数員 期の増初減と 出席率 前順月

1 大阪西南 3 68 +16 100.00 1 30 吹 田 4 58 -1 95.26 29 

2 橋 本 4 56 +l 100.00 3 31 池 田 5 50 +1 95.20 6 

3 河内長野 4 56 100.00 15 32 寝屋川 4 25 +l 95.11 50 

4 高 槻 4 52 100.00 4 平均出席率 95 09% 

5 和 泉 4 61 +3 99.58 2 33 豊 中 4 55 +2 94.99 23 

6 高 石 4 41 -1 99.39 7 34 堺東南 4 34 +3 94. 74 33 

7 大阪阪南 4 55 +9 98.59 8 35 田 辺 4 66 +l 94.67 32 

8 有 田 4 49 -1 98.47 19 36 東大阪 3 58 +3 94.64 5 

9 掘 津 4 32 +32 98.39 25 37 松 原 4 52 +4 93. 72 24 

10 泉大 津 4 71 98.23 12 38 岸和田 3 58 -1 93.68 47 

11 箕 面 4 28 98.22 28 39 大阪南 4 154 +6 93.56 26 

12 大阪淀川 4 68 -2 98.13 ， 40 富田林 4 56 +3 93. 18 38 

13 和歌山東 4 78 +7 98.05 18 41 御 坊 4 64 +4 93.11 45 

14 粉 河 3 30 +2 97. 78 16 42 枚 岡 4 39 -3 93.09 39 

15 大阪東淀 4 29 +29 97.41 40 43 堺 4 113 +2 93.02 37 

16 大阪天満橋 5 59 +9 97.29 13 44 豊中南 4 31 +3 92.66 46 

17 茨 木 3 49 -2 97.04 20 45 大阪城南 4 47 +8 91.98 42 

18 大阪西北 4 51 +13 97.02 21 46 守 ロ 3 53 +2 91.20 49 

19 堺 南 4 67 +2 96.97 17 47 貝 塚 4 52 +6 91. 18 52 

20 大阪西 4 95 +4 96. 79 10 48 那智勝浦 4 34 -1 90.63 41 

21 和歌山 4 96 +3 96.64 11 49 大阪北 3 163 +6 90.48 43 

22 新 宮 3 54 96.23 35 50 枚 方 4 52 +3 90.32 44 

23 大阪柏原 4 26 +5 96.15 48 51 八 尾 3 54 +4 90.20 31 

24 白 浜 5 41 +5 96. 10 30 52 大 阪 4 301 +3 89. 94 53 

25 泉佐野 4 58 +2 96.09 27 53 大 東 4 35 +l 89.84 51 

26 海 南 3 57 +3 95.83 22 54 大阪心斉橋 5 29 +29 89.65 55 

27 大阪東 4 90 +3 95.60 14 55 門 真 4 26 +1 89.42 54 

28 大阪住吉 4 72 95.53 34 56 和歌山東南 5 25 +25 88.80 

29 和歌山南 4 60 +5 95.34 36 合計 219 3, 433 + 262 5, 325. 13 
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R口T!ItY INTERN!TICN!L 
DISTRICT 366 : GOVERNOR'S 

◎ ,mlhlり beller 

第366区ガパナー

チI枕］え伯
区内各会長及び幹事殿あて

月 信（写）

GOVERNOR: HISAGUSU ISEKI 

OFFICE: 和歌山市西汀丁 内田ビル 3階

Uchita Bldg_, Nishi-Migiwacho, Wakayama-shi 

ADDRESS: P.O.BOX 5, WAKAYAMA 

和歌山局私書箱 5号 640-91 

TELEPHONE: 0734-22-0 8 4 7 

CABLE ADDRESS: INTEROT ARY WAKAYAMA 

第 14号 （昭和46年 6月30日 発行） 船 14 June 30, 1971 

退任こ‘挨拶

昨年 6月レーク、プラシッドのロータリー国

際協議会から帰って早やーか年、全く夢の様に

ロータリーに明けロータリーに暮れるという毎

日を送って参りま した。お蔭で健康に恵まれた

事と先輩のパストガバナーの御指導と友人達の

熱心な御協力とによって任期を終りました事を

感謝しております。毎日毎日忙が しく飛びまわ

ごて全く無我夢中でした。

この間に感じた事の第一は人の心の美しさで

あります。 ロー タリアンの人々の気持ちの温か

さであります。この気持ちのありがたさは終生

私の心の糧となると思います。

最初の公式訪問は昨年の 7月15日の暑い頃で

地元の私が特別代表を した最も親しみの持って

おるクラプがその第一歩でした。第365区は先

例と して分区代理を頼まないため単身の訪問は

予備知識の不足からそのクラブの真随をつかみ

得るかどうかは少し不安でした。しかし訪問し

た56のクラブの方々に接する内にお互の友情は

直ちに通じ合える事ができました。旧 365区が

分割され大阪府と和歌山県とに縮少された事が

地理的に楽になり 、しかも会長幹事懇談会、例

会、協議会を全部その日の内に行って時間の短

縮のできた事は本当にあり難い事でした。ひる

がえって今日までのパス トガバナーの御苦労に

初めて感謝の気持ちが湧きました。 その他 I.

C.G. F. 或いは数多くの創立記念式典、新ク
．一

ラブの認証状伝達式、更に今春和歌山市に催さ

れた地区大会等、走馬灯の様に頭をかすめて楽

しい想い出の数々となっております。

そのたび毎にロ ータリアン との心の結び付き

が私の生活をどれだけ賑やかに楽しく して くれ

たことでしよう。本当に若返った気持ちになり

ました。ありがとうございました。

これでいよいよ中心の歯車は更に新らしい立

祇な人格者尾形ガバナーに取り換えられまし

た。しかし私は今後も補助的歯車として砦さん

と共にロ ータリーのために活動して参りたいと
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考えております。

今日まで至らなかった点をお許しいただきま

して皆さんへのかけ橋を更に強く保って参りた

いと思います。ありがとうございました。

さようなら。

圃第 3回ローターアクトクラプ

地区協議会

（第365、366両地区合同）

6月20日（日） 12時30分より新大阪ホテル 3

階において、第 3回ロ ーターアクトクラプ地区

協議会が、大阪ロ ーターアクト クラブ主管のも

とに、第365区と合同で開催され、 10クラプよ

り185名の会員と井関、絹川両地区ガバナー、

塚本直前ガバナー、 古市、松居両地区ロータ ー

アクト委員長、並びに地区委員、ロータリアン

等30数名の来賓も参加して盛大裏に終了した。

なお懇親会には地区国際青少年交換で来日中の

米国、豪州の青少年及び当地区より推薦 されて

渡米する青少年あわせて15名の特別参加により

国際色豊かなパーティーであった。

今回の特筆すべき事項は、両地区合同の集合

にはRI理事会の承認を得なければならない点

であった。ガバナー事務所でこの点について特

々配慮されたわけであるが、国情の違いから参

加者に対する責任保険に加入するという点で理

解に苦慮した。幸い一応保険に加入し、開催日

寸前に電報で許可が来たような 1幕もあっ た。

当日のプログラムは下記のとおりである。

12: 30 登録

13: 00 開会宣言有本大阪RAC会長

ローターアクトソング斉唱

来賓紹介

クラプ紹介

来賓祝辞 絹川365区ガバナー

井関366区ガバナー

13: 30 記念講演「海外から見た 日本人」

里井達三良氏（関西国際空港ビル社

長、大阪RC会員）

14: 40 グループ討論会「ローターアクトクラ

プ活動の理想と現実」

15: 50 懇親会

16: 50 閉会の辞村上大阪南RAC会長

17: 00 解散 「今 日の日はさようなら」斉唱

直第 4回インターアクトクラブ

連絡協議会

（第365、366両地区合同）

第365、366地区 I.C. 連絡協議会が 6月13日

（日）午前10時より午後 5時まで奈良市法華寺

町奈良市立一条高等学校で催され、 150名が参

加した。また野崎 365区次期ガバナー、塚本直

前ガバナー、並に各RCの IC諮問委員長ら10

余名が出席され、顧問の先生方と一緒に指導さ

れた。

従来 365区に所属していた 5つの高校 ICが

毎年 1回代表を送って連絡協議会を開いていた

のを、365、366両地区に分れてからもそのまま

両地区合同で行うことになったものである。す

でに昨年度はこれら 5つの ICがまと まって韓

国訪問、万国博会場国際懇談会等の地区行事を

しているので、その実績を基礎に、第 4回目の

地区連絡協議でも 1歩前進した形をとるに至っ

た。プログラムはあいさつの後、各校の活動研

究発表が別表のように行われた。

昼食後 ICメンバーは総会の時間まで一条 I

Cの案内で近くの史跡をたずねながら交歓。 一

方、諮問委員、顧問、生徒役員の各分科会があ

り、それぞれ次の内容を討議した。

(1)諮問委員分科会

(A) I CとRCとの交流を深める

(B)地区合同行事にはRCの諮問委員が互い
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IC名 題 名 発表 者

奈高 「沖縄訪問」 乾 裕亮

良 校
市

8mm上映と 今西真利子

立 I スビーチ
小 泉康子

条 C 橋本尊子

橿 「飛鳥と橿原学院 IC」 林 泰山

! スライドをつかって

I 
C 

堺 「奉仕活動」 中）II 進

工
小川秀五

業

I 寺野保弘

C 

西 「西京 IC会員と交換 糸井輝行

泉． 
学生との交流」

I 

C 

大東高 「大阪市立身体障害福 篠 前元男

市立阪 等学校
祉センタ ーを訪問して」

I 
C 

に協力して、事前事後、本番運営のバッ

クアップを強化する（特に経済援助）

(C)各諮問委員の指導の実際を報告

(2)顧問分科会

今年度地区重点活動

(A', 外国代表青少年団の交歓受入

(B) IC海外派遣の研究

(C)顧問の研修

(D) ICの新設推進

(3)生徒役員分料会

(A)各 ICより昨年度事業説明、今年度事業

計画報告

(B)地区活動

概 略

① 私たちのみてきた沖縄

② 沖縄の高校を訪問したこと

③ 社会保障の現状

① 石舞台のゴミ処理

② 飛鳥青年団

① 学生の道徳と無関心

② 清掃方法
i 

③ 一般社会の公衆道徳

④ これからの奉仕活動のあり方
， 

交換学生との行動

i 

① センタ ーの構成 ・役割

② 身障者の日ごろの生活

③ ICにできる身障者への活動内容

（イ）連絡協議会を宿泊付の合宿にする

（口）交通事故遺児にRCが数いの手をさ しの

べるよう強い希望

（ハ）各 IC間の連絡緊密化

最後に、総会で分科会の報告とあいさつ、つ

づいて次回連絡協議会の当番クラブを大阪東校

に推薦、承認された。
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■交換学 生 オ リ エ ンテーション行わる

昭和46年6月20日、新大阪ホテルで開催され

た365、366両地区合同のローターアクト地区協

議会に、当 366地区の交換学生も参加して、午

後 3時より 5時まで交換学生のオリ エンテーシ

ョンを行った。

参加者は、 265地区 （豪州）よ りの Miss

Mary Solomon、545地区 (U.S.A.)のMiss

Jean Kitayama、649地区(U.S.A.)のMiss

Karen Jane Shepherd、 MissPatricia 

Lynn RPeves、Mr.Terry Allan McArthur 

Mr. Daniel Albert Foley、 Mr.James 

Carles Thompson、 当366地区よりの学生は、

竹中周三君（和歌山）、広瀬太一君、広瀬勘二

君 （大阪西南） 、川崎望君、大田哲郎君、黒川

真一君（高槻）、 菱川良夫君、須賀川誠君（大

阪南）、 田中あつ子さん （橋本） の9名の他に

井関ガバナー、 古市．世戸の新旧地区委員長と

ホストファミ リーが出席して、井関ガバナーの

あいさつ、ハンドブノクをテキスト にしての世

戸委員長の説明があって質疑応答の後、ティ ー

パーティーを持ち友交を深めた。

璽新ポール・ハリス・フェロー誕生

大阪東RC 井上忠義君

6月21日付、ロータリー財団からの通知によ

れば、上記の井上君にポール・ハリス・フェロ

ーの称号が贈られましたので、お知らせいたし

ますとともに、深甚な敬意を表します。

圏清風南海高等学校 IC認証状伝達式

高石RCの支援によって誕生した清風南海高

等学校インターアクトクラブ認証状伝逹式は、

6月29日（火）新東洋で高石RCの例会のプ ロ

グラムの中でとり行われた。井関 366地区ガバ
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ナー、絹川365地区ガバナー、塚本366地区直前

ガバナー、 尾形366地区次期ガバナー、宮本366

地区インタ ーアクト委員長をはじめ近隣クラブ

の会長、 365、366両地区の各RCのインタ ーア

クト委員長並びに各校のインタ ーアクト 顧問先

生及び生徒代表の多数の来賓の祝福を受けた。

高石RCではかねがねインタ ーアクトクラブ

創設の意向を持っていたが、清風南海高等学校

の平岡校長が高石RCの会長に就任と同時に清

風南海高校に IC設立が具体化し、30名の会員

を擁する新 ICが誕生したわけである。

平岡高石RC会長より川田清風南海高校 IC

会長に認証伏が伝達され、川田IC会長の「学

園の教育方針とロ ータリ ー精神に基いて創意工

夫をして地域社会に国際理解に奉仕します。」

と力強い宣誓があり参列者から多大の期待がか

けられた。

井関ガバナーからも ロータリーのメンバーと

若い ICのメンバーとの間に新しい橋がかけら

れたこと は文字通り Bridgethe gapsの実践

であると励しの言葉をいただき、生徒達に トイ

ンビーの言葉を引用され生きる事は愛すること

であり 、奉仕とは愛することであると教訓され

ー同大き く感銘を受けた。又各ガバナーからも

有益な励ましの言葉があり、厳粛のうちに式は

無事終了した。

（高石RCインターア クト委員長 平岡正巳）

直大阪東、西ロータリークラブ

創立14周年記念式典

6月10日午後 5時より大阪 コクサイホテルに

おいて｀井関ガバナーを始め在阪11クラブの役

員17名、東51名、西25名、総数93名の多数の参

会を得て盛大に行われた。

5時15分、8階 「いちょうの間」において記

念式典を挙行、井関ガバナーより祝詞をいただ



き、兄弟クラブが合同で祝典をやるのもめずら

しいが、それを創立以来毎年やって友好を深め

ているのは他に例がないのではないかと、おほ

めの言葉をいただいた。当日毎回出席をされて

いた室賀国威特別代表が健康上の都合により、

出席されなかった事は残念であったが、新装成

った美しい会場で、明る＜ 、厳粛に、記念式典

を終えた。ついで恒例の会員による余興にうつ

り、蒲原真一君（西）の奇沢、松寿千年のしぶ

いノドに加え、 うつとりするような山村若喜美

さんの踊、東は中許、梶本両君による長唄、新

曲浦島、絶妙のコンビによる迫力、 ロータリ ー

ならではの余輿に陶酔、ころはよし、模擬店に

色どられたパーテ ィの始まり 、美女の酌が良か

ったのか、御酒のまわりが早いようで祝賀気分

が会場にみち、来賓ともども親睦を深める事が

できた。

四宮副委員長（西）の来年は15周年で更に盛

大にとの閉会の辞のあと西尾副会長（東）万才

三唱もそこそこ、井関ガバナーと大谷次年度ガ

バナーノミニーの手をとり力強い握手、ちよっ

としたハフ゜ニングに会場われんばかりの大拍

手。盛上り最高頂に達したところで祝賀会は無

事終了、 9時散会した。 （井上記）

[i]366地区70~71年度

出席優秀10クラプ決定さる

本年度の各クラブ出席競争は、月 信第 1号記

載の規定により行いま したが、年間の結果は次

のとおり決定いたしました。これら10クラプに

対して出席優秀旗を贈呈いたしますが、今秋行

われる各地のインターシティー・ゼネラル ・フ

ォーラムの席上で新ガバナーからお渡しいた し

ます。なお第 1位に対して贈られる大優勝旗は

明春の地区年次大会において贈呈いたします。

- 5-

第 1位（優勝）橋 本

第 2位 高 槻

第 3位 和 泉

第 4位 大阪西南

第 5位 大阪淀川

第 6位 和歌山東

第 7位 河内長野

第 8位 茨 木

第 9位 箕 面

第10位 堺 南

[j] 7月末をもって事務所閉鎖

1年数か月にわたり和歌山市西汀丁に開設し

ておりましたガバナー事務所も、 7月末をもっ

て閉鎖いたします。長い間、関係の皆々様に御

連絡やら御訪問をいただき又種々御厚配を賜わ

りま して誠にありがとうございました。なお万

事不行届のため御迷惑をおかけいたしましたこ

とをおわび申し上げます。

今後何か御用の向きは

井関久楠宅（和歌山市松ガ丘1-5-7

茜 641 電話 (0734)(44) 1230) 

又は和歌山ロ ータリ ークラブ事務所

（和歌山市西汀丁経済センター 2階

醗 40 電話 (0734)(23)~031) 

あて御連絡下さい。



6月出席報告

(Attendance Report for June) 

順位クラプ名門誓胄欠員開乱贔出席率〗ヽ 順位 クラプ名 例数会 会数員 期の初増減と 出席率 前順月

1 大阪西南 5 67 +15 100. 00 1 30 大 阪 西 4 95 +4 95. 74 20 

2 河内長野 4 56 100.00 3 31 大阪城南 4 47 +8 95. 74 45 

3 橋 本 4 55 100.00 2 32 御 坊 4 64 +4 95.53 41 

4 高 槻 4 53 +l 100.00 4 33 六 東 5 36 +2 95.48 53 

5 有 田 4 49 -1 98.98 8 34 枚 方 5 52 +3 95.38 50 

6 大阪阪南 5 54 +8 98.89 7 35 和歌山南 4 60 +5 95.34 29 

7 大阪天満橋 4 58 +8 98. 73 16 平均出席率 95.29% 

8 和 泉 5 62 +4 98.33 5 36 大阪住吉 4 73 +l 95.17 28 

9 大阪淀川 4 68 -2 98.14 12 37 新 宮 5 52 -2 95.05 22 

10 茨 木 5 49 -2 97.78 17 38 富 田 林 4 56 +3 95.00 40 

11 和歌山東 4 78 +7 97. 73 13 39 寝屋 川 4 25 +l 95.00 32 

12 松 原 5 52 +4 97.69 37 40 和歌 山 5 94 +l 94.94 21 

13 泉大津 4 71 97.50 10 41 泉佐 野 4 60 +4 94.54 25 

14 堺 南 4 70 +5 97.41 19 42 海 南 5 57 +3 94.28 26 

15 白 浜 4 41 +5 96.95 24 43 枚 岡 4 41 -1 93.86 42 

16 大阪西北 5 51 +13 96.86 18 44 大 阪 南 5 153 +5 93.34 39 

17 大阪東淀 4 31 +31 96.69 15 45 貝 塚 5 52 +6 92.94 47 

18 大 阪東 4 91 +4 96.59 27 46 括 津 4 31 +31 92. 74 ， 
19 池 田 4 51 +2 96.56 31 47 田 辺 4 69 +4 92.55 35 

20 岸 和田 5 58 -1 96.55 38 48 八 尾 5 54 +4 92.55 51 

21 大阪心斉橋 4 29 +29 96.55 54 49 堺 4 113 +2 92.34 43 

22 箕 面 4 28 96.43 11 50 守 ロ 5 53 +2 91. 70 46 

23 堺東南 4 32 +l 96.19 34 51 大 阪 北 5 167 +10 91.37 49 

24 高 石 5 42 96.18 6 52 大阪柏原 4 26 +5 91.35 23 

25 東大阪 5 62 +7 96.00 36 53 大 阪 4 299 +l 87.91. 52 

26 粉 河 5 30 +2 96.00 14 54 那智勝浦 4 34 -1 87.50 48 

27 豊 中 5 55 +2 95.99 33 55 和歌山東南 4 24 +24 86.46 56 

28 豊中南 4 31 +3 95.97 44 56 門 真 4 25 86.12 55 

29 吹 田 4 59 95. 77 30 合 計 245 3,445 +274 5,336.38 
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197 0-71年度 平 均 出 席 率

CA verage Attendance Report for 1970-71) 

順位 クラプ名 年会間員平数均 出 席 率 順位 クラプ名
年間平均 出席 率会員数

1 橋 本 56 100,00 30 大阪西北 48 95.15 

2 高 槻 53 100,00 31 田 辺 67 95.12 

3 和 泉 61 99.55 32 大 阪東 88 94.98 

4 大阪西南 62 99.18 33 那智勝浦 34 94.88 

5 大阪淀川 68 98.85 34 海 南 56 94.69 

6 和 歌 山 東 77 98.25 35 堺 113 94.58 

7 河内長野 57 98.21 36 ， 晶 田 林 55 94.47 

8 茨 木 52 97.96 37 枚 方 52 94.47 

， 箕 面 29 97.65 38 大 東 34 94.24 

10 堺 南 66 97.61 39 大阪城南 44 93.83 

11 泉大津 71 97.56 40 枚 岡 40 93. 78 

12 新 宮 54 97. 14 41 貝 塚 53 93.59 

13 高 石 43 97.03 42 白 浜 40 93.57 

]4 大阪阪南 50 96.97 43 八 尾 52 93.25 

15 松 原 48 96.68 44 大阪東淀 28 92. 76 

16 和歌山 96 96.56 45 寝屋川 25 92. 71 

17 有 田 49 96.48 46 大 阪 北 162 92.66 

18 泉佐 野 57 96.41 47 池 田 50 92.47 

19 粉 河 28 96.36 48 大阪柏原 24 92.41 

20 大阪天満橋 56 96. 10 49 揖 津 28 92.26 

21 大阪 西 94 95.90 - ,~ 50 堺東南 33 91.35 

22 豊 中 53 95. 79 51 豊中 南 29 91.25 

23 吹 田 59 95.58 52 大 阪 293 90.40 

24 東大阪 58 95.55 53 守 ロ 52 90.39 

25 岸和 田 58 95.54 54 門 真 25 90.00 

26 御 坊 62 95.49 55 大阪心斉橋 29 87.85 

27 大阪住吉 73 95.34 56 和歌山東南 25 87.63 

28 和歌山南 59 95.32 ムロ 計 3,381 5,318.99 

29 大阪南 153 95.19 平均出席率 94. 98% 
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