
　輝かしい歴史と

伝統のある第266

地区が、第264地

区と分割して初め

ての年度も終りを

告げ、最後の月信

14号をお届けする

時機となりました。長い間お忙しい中、月信

をお読み戴き本当に有難うございました。

　顧みますと1980年９月、原田元R.I.理事と

伊瀬P.G.から一寸会いたいので会社に来られ

るとのご連絡を戴きました。「八尾地区にＲ．

Ｃ．をもう一つ作るように」と要請されるもの

と直感致しました。しかし用件は全く異って

いて、その時のビックリ仰天は生涯忘れるこ

との出来ない程のものでありました。今から

思えば92R.C.を擁する世界有数の当地区には

立派な歴代ガバナーがおられ、卓越したガバ

ナー候補が揃っているのに経験も少く、社会

的にも練成されていない54才の私が指名され

るなど誰が考えても摩可不思議であります。

　果して大過なく遂行できるだろうかと全Ｐ．

Ｇ．が危惧の念を抱かれたに相違ありません。

勿論、私自身が最も不安でありました。しか

しガバナーノミニーとしてガバナー就任まで

に参加した各種会合に於て、92R.C.の方々か

ら寄せられる好意と友情に支えられ、少しづ

つ馴れてきました。

　I.G.F.各地区委員会・研修会・国際青少年

交換会議・地区諮問（委）等々、ガバナーノミ

ニーとして出席した公式会合は125回を数え

ました。この間92R.C.の地区編成を計画する

過程において、種田直前ガバナーの大変なご

苦労により分割が成立し、52R.C.を以って再
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度地区編成と予算組替えを行いました。

　ボカ・ラトーンの国際協議会、ダラスの国

際大会を終えてガバナーに就任しましたが、

月信を発行し、公式訪問・I.G.F.・地区協議

会・研修会・年次大会・ガバナー連絡会議・

ロータリー研究会・日韓親善会議・地区委員

会･‥…多くの会合に出席したこの一年を通じ

ての経験を振り返って、人間はその環境によ

っては時間的制約、肉体的・精神的負担を乗

り越えて頑張れるものであることを実際に知

ることが出未ました。これらは、私にとって

夢想だにしなかった持異な貴重な体験であり

ました。

　そして、この２年10ヶ月に亘り、職業を続

けつヽ、健康で再度得難い体験を通じて、人

の好意と友情に触れ、感銘深い奉仕の実例を

知り、他人の為に尽くす尊い事例を多く見て

感じました。「この極度に凝縮された素晴ら

しい歳月は、私の人生に何倍もの価値を付加

してくれた」と。

　これは云うまでもなく、当地区内54R.C.の

３､７７１名の会員の皆様から私に寄せられた

友情のお気持・思いやり・助け合いの心・暖

かいご協力とご後援・ロータリーを愛する心

情によって支えられたものであります。この

様なロータリーの思いやりの心をベースに、

各ロータリアン・ロータリークラブが実践さ

れた奉仕の実績は偉大なものであったと感じ

ています。

　その概要の一部を綴りますと

①ロータリアン全員が生活の中で奉仕の実践

を行っていることの事例は枚挙にいとまがな

いのですが、毎月生花を病院に届け、老人を

慰問されている西村さん（池田R.Cよ　地域
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医療奉仕を20年以上続けている吉田さん（守

口R.C.）、文化財保護に私財を投じられてい

る三宅さん（大阪城南R.C.）、聖家族の家へ

長年に亘る奉仕を続けられる青山さん（大阪

大淀）、ご家族ぐるみで青少年交換学生に暖か

いお世話をされている飯田さん（大阪北）更

に青少年善導へのお世話・米山・R.財団学生

への個人的な奉仕等々、積善の実践によって

自己を高める余慶を得ている実例を、多く知

ることが出来ました。

　世の中を明るくする基本は、個人個人が思

いやりの心を持って、日々奉仕の実践を積み

重ねるところからであることを、ロータリア

ンは身を以って示していることを確認致しま

した。

（②地区委員会は担当P.G.・委ｎ長を中心に、

各クラブが活動し易いように適切な情報を提

供する為に、大層な努力を傾注されました。

　又、各ロータリークラブは、会長を中心に

クラブの実情と合致した活動を効果的に展開

され、ロータリー活動は各R.C.の奉仕の実践

によって決まることを明確に示されました｡｡

③ロータリーの拡大は、ハ尾中R.C.・大阪大

手前R.C.が夫々1982年12月15日付、1983年４

月６日付でR.I.に加盟を承認され、現在54R.

C.に拡大されました。

④会員増強は　（1983年６月末現在）

　増加クラブ…43名　増加人数…　226名

　減少クラブ…9.名　減少人数…　17名

純　増…………… 209名

　期初3.542名、６月末3､751名で5.90％と

相当の成績をあげ得ました。

⑤顕著な社会奉仕活動として、各R.C.とも地

域に密着した奉仕活動を活発に行なわれまし

たが、とりわけ顕著な事例として

○豊中南R.C.が地域の青少年問題を考えるプ

ロジェクトを３年間継続して行い「意義ある

業績賞」を受賞されました。

○「準意義ある業績賞」として、ガバナー表

彰を次の７ Ｒ．Ｃ．が受けました。

－３－

（Ａ）大阪平野R.C.‥･養護学校の校外学習已

　奉仕し、多くの人々に感銘を与えました。

（Ｂ）高槻東R.C.…12チームの会員職域対抗

　運動会に家族も参加し、親睦を深めた。

（Ｃ）八尾R.C.…8年間連続して、フィリピ

　ン・サンタマリアR.C.にＷＣＳを行い、多

　大の効果をあげてR.I.のＷＣＳニュースにも

　も報じられた。

（Ｄ）大阪大淀R.C.‥･ザ･シンフォニー・ホ

　ール前公園に「ロータリーの森」を構築し

　て、ＴＶ・新聞にも報導された。

　（Ｅ）大阪城東R.C.‥･台湾中垣R.C.を通じ、

　４名の高校生に奨学金を贈った。

　（Ｆ）大阪東R.C.‥弱視者用漢和辞典を作成

　し、中高生250名と図書館に寄贈。

　（Ｇ）大阪心斎橋R.C.…ルセナR.C.と協力し

　て、現地で奨学基金を設立（１万Ｓ）､利息

　で４名の大学生に奨学金を贈る。

厦週報優秀クラブとしては、守口・大阪・大

阪難波・吹田・豊中南の５Ｒ．Ｃ．が選ばれ、地

区年次大会で表彰されました。

（yJクラブ奉仕部門では、各クラブ会長の指導

力は活力に溢れ、各クラブの努力によって地

区平均出席率97、73％を達成。アイディアを

出し合って楽しいクラブに、或はロータリー

情報の浸透化、更にはクラブ細則の検討・改

正等の多くの実績をあげ、奉仕活動のエネル

ギーをつくり出されました。

厦職業奉仕部門では、不況下における職業奉

仕を真剣に検討され、フォーラム・検討会が

行われ、事例集作成により情報の交換をもっ

たクラブも見うけられました。（箕面中央・

寝屋川・大阪心斎橋・摂津の各R.C.など）

⑨青少年奉仕活動は､R.A.C.･I.A.C.とも分

割第１年目を意欲的に活動されたが、とりわ

け大阪阪南Ｒ．Ｃ．（辻井会長）提唱の四天王寺

学園I.A.C.が設立されたことに大きい喜びを

感じています。地区1.A.C.平岡委員長、各委

員、関係の皆さんに厚く感謝します。

　　ＲＹＬＡもＡ、Ｂブロックに分けて行われ



Ｂブロックは101名の参加を得て、多大の効

果をあげ得たこと、各R.C.で次代への期待を

こめて当部門に力を入れていることは、とて

も嬉しいことです。

⑩国際奉仕部門では、月信11号記載の如く各

分野に亘り、各R.C.とも活発に奉仕活動を行

われ、向笠R.I.会長のテーマ「人類はひとつ

世界中に友情の橋をかけよう」を積極的に実

践されたことに、力強いロータリー活動の高

まりを見る思いがしました。

　本年度最終日の６月30日には、青少年交換

学生の歓送迎会を全クラブ会長に参加して戴

いて開催し、国際理解と親善に役立つ意義深

い会合となりました。

壮ロータリー財団部門では、向笠R.I.会長に

全面的に協力し、財団を通じて世界平和へ

の取組みを呼掛けて参りましたが、自発的に

奉仕に参加され、６月15日現在の各R.C.より

の報告では１人当りS75（目標S70）に達し

たことになっています。

　奨学生も各R.C.の推薦により８名の優秀な

候補者を選考し、ＧＳＥはD － 983 より６名

を迎え、D－264と共同で各ブロックで温か

いお世話を戴いて、大阪市長公館での交歓会

を最後に友情の橋を架けることが出来ました

⑩米山奨学会部門では、本年度地区目標を１

人当り15､000円に設定しましたが、６月末現

在で既に18､940円に達しました。

　主として東南アジアの日本留学生に、カウ

ンセラーの温かいお世話と奨学金を贈り、世

界平和への具体的な奉仕を祈る当奨学会の趣

旨に、積極的に賛同されたロータリアンの有

難いご奉仕に頭の下がる思いです。

　当地区では現在31名（日本全国で317名）

の留学生のお世話をしていますが、多くの卒

業生は祖国に帰り、各部門での指導者・大学

救援・奉仕者・技術者として活躍し、世界平

和へ貢献しています。このことは私達に米山

を通じて奉仕しょうとの意欲を高めさせる力

となっています。

４－

⑩地区年次大会「ＳＡＩＬ ＯＮ ／ＳＡＩＬＯＮ ／

ＮＯ ＳＴＯＰＳ．」と東ケ崎元R.I.会長が､「いい

地区大会だったな」と湯浅元R.I.副会長の

寄せ書きを戴き、2､606名（70.5％）の登録

得て、厚生年金会館で開催された分割後初年

度の地区年次大会が、大きい盛り上りを以って

成功裡に終了することが出来ましたことに、

全ロータリークラブ・全ロータリアン・全関

係各位に対し、深甚なる謝意を捧げたいと存

じます。

〈結び〉

　｢人類はひとつ……世界中に友情の橋をか

けよう｣をテーマに、皆様と共に努力して参

りましたが、果してロータリーは何が出未る

でしょうか？地球上100万人程の一握りの人

間からなる小さな組織ですよノロータリーは

無力でしょうか？国際理解・親善・平和の増

進を育成しょうという目的は、単なる理念に

過ぎないのでしょうか？それともその目標は
　　　　　　　　　ｰ

挑戦すべき課題なのでしょうか？あらゆる太
一

きいことは夢から始まり、それから希望が芽

生え、更に信念となって夢は挑戦すべき課題

となります。そしてその課題は奉仕・熱意・

実践から現実となるのです。

　私達には、これを成し遂げる力があるので

しようか？100万人のロータリアンの数は、

45借入から見ればほんの一握りではあります

が、お互いに友情を暖め、家庭を大切に、職

業を忠実に、地域社会に奉仕し、更に世界平

和への努力を続けているロータリフンが及ぼ

す大きい善意と奉仕の拡がりが、無限の力を

もつことに注目したいと思います。

　各家庭・友人達への浸透・職業を通じて従

業員とその家族・地域社会にまで影響を及ぼ

し、又、専問職業に従事するロータリアンの

知恵と知性が、世界の平和に大きく貢献して

いること、更にその連鎖反応が世界157ケ国

20､000のロータリークラブをベースに拡がっ

ていることを認識すべきだと思います。

●
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に、心から深甚なる感謝の意を捧げたいと存

じます。又、ご多忙の中、貴重な時間を割い

て超我の奉仕を戴きました地区委員会の皆様

有難うございました。

　更に種田直前ガバナーを始め、パストガバ

ナーの皆様から賜った多くのご教導と温かい

激励は、私にとって大きいよりどころでござ

いました。深く感謝致します。

　地区大会で多大のお世話になりました、ホ

ストクラブ山畑会長・長谷川大会委員長を始

め全会員、コ・ホストクラブの皆々様方、大

変お世話になりました、厚く、お礼を申し上

げます。

　以後になりましたが、長い間地区全般の管

理運営につきまして、力強いご協力を賜りま

した古葎代表地区幹事、永井地区幹嘔を始め

全地区幹事・資金・会計の皆様に心より感謝

し、厚くお礼を申し↓こげます。

　筆をおくに当り、皆様から戴いた多くの友

情、感動が析たに心に蘇って、感無足でござ

います。そして素晴しい皆様とのご交誼が、

今後長く長く続くところにロータリーの良さ

があると存じます。

　皆様の謐々のご健勝とご繁栄を心よりお祈

り致し、感謝とお礼のご挨拶と致します。

　特にＵ－タりーの国際性は、自己に捉われ

ずに物･1陪ほ、他人の､!5･え方を6:咀し、思い

やりの41ヽをも-Jで広い理解をお/fいに持つこ

とで、L!|:Wヽljllを願９てきました。そしてど

ん刎EIも孤､y几ては生き残ることは出来ない

ことを知ることと、孤ヽyしない為にはおli.い

の友情によ-Jて温め合うこと、それには友情

の僑をかけねばならないことを知りました。

　(小さなμ其の微笑や泣き声に国籍・宗教

・皮膚の色の1)OJI｣はありません、このMjt達

はより良い未来を求めているのです､、努力す

れば、より良い匿Ｗは私達の予の届く所にあ

るのです。j可能性も、方法も、組織も目前に

あるので'仁

　いかに実行するかが、挑戦すべき課題なの

であります。私達すべてが、この課題に今す
ｰ

ぐ取組まねばならぬこと、|対州lに友情の橋

をかけることを根気よく続けねばならないこ

とを認､識するべきだと存じます。

　今、ガバナーの大任を終えて､､晴々した気

持で去ることの出采ますのは、ノミニーの圓

間をr々めて2 flり()ケJjにHjJ、若い私を支え

てドさ一Jた多くの温かい友情とご協力があっ

たればこそであります｡

　ここに改めて､地区内金ロータリアンの皆様

○゛国際理解と平和の日″R.財団寄付実績続報

　創立78週年､記念日、２月23[]を表記の日と

定め会員l t;当りＳＩ°の寄付について、月

信13 yj･R.3につヽ゛き次表の実績報告を戴きま

した。皆さんのご協力を感謝します。

　　　　　　　　　　甲｡位　円(受付順)

⑩枚　　方

韓大阪城東

牡大阪南西

26.712

16.800

く減大阪西南26.460

乾吹田西12､600

12､720　命高槻東

斡大阪南39,060　佃豊　中

　　　累　計　796,609

13､200

17､640

ニュー・ポール・ハリス・フエロー
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慶　・（大阪城|剌）58.4.25

　　操（ハ　尾）58.5.3］
会11令室）
　’7’1‘雄（守　目）58.6.8

５－

○1982～'83年度ガバナー事務所閉鎖

　戸田ガバナー事務所は７月20日に閉鎖致し

ました。その後の戸田直前ガバナーヘの連続

は、下記にお願い致します。

　八尾ロータリークラブ

　　〒581　　ハ尾市本町２丁目２－８

　　　　　　　ハ尾商工会議所　２階

　　　　　　　電話(729)91 －2129

　戸田直前ガバナー

　　　自　宅　芦川市公光町9－6

　　　　〒659　電話(0797)22－5256

　　　勤務先　大阪市東区安土町2 －12

　　　　〒541　トヤマビル

　　　　　　　　電話(06)261－3971～9


