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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄
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第30回 3月1日 
通算1542回

第29回 2月22日 
通算1541回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1541回　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 48名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　82.8％

1539回の修正　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 61名
●補填者数　　　  8+3名
●出席率　　　　 95.3％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「君が代・我らの生業」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話　
　NPO法人ﾁｬｲﾙﾄﾞ・ｹﾓ・ﾊｳｽ　
　理事長 楠木　重範　氏
　「小児がんの子ども達に
　　とっての夢の病院とは」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／３０
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会長報告
京都洛北ロータリークラブより事務局移転のお知らせがありました。
事務局移転連絡
■京都洛北ロータリークラブ■
３月１０日（木）より
〒604-0925　
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４　日宝御池ビル７Ｆ
ＴＥＬ　０７５－２３１－２８５４　ＦＡＸ　０７５－２５１－０８８４
（ＴＥＬ・ＦＡＸ番号は変更ありません）

18日に登美ヶ丘北中学校で「携帯電話有害サイト対策セミナー」が開催されました。
植村さん、増井さん、お世話になりました。また会員の皆様、どうもご苦労様でした。

会長の時間
ロータリーの女性会員とその歩み
　現在、女性会員は全世界で約１９万人（2009年： 187,967人）と全会員の約１６％
を占め、様々な事業や専門職務に従事する指導者も多数加わるようになりました。
　しかし、ロータリーは、当初はクラブの定款や細則に「会員は男性に限られる」
と定められており、全員男性からなるクラブであり、1905年のロータリー・クラブ
創立から1989年に全世界で女性の入会が認められるまで、84年間の長きにわたった運
動の成果によるものと言えます。
　その変遷はといいますと。
　創立当時（1905年＝明治３８年：日露戦争終戦；９月ポーツマス講話条約締結）は、
アメリカにおいても女性の社会進出は進んでおらず、女性会員の存在は考えられな
かった。

シエルヴォ奈良プロサイクリングチーム株式会社
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　その中で、ロータリー創始者の一人である、ポール・ハリス夫人のジーン・トンプソン・ハリスがロータリ
アンとその夫人たちに自宅を開放し夫人たちと交流を図り、
連帯感と奉仕の精神により、夫人たちも一緒に奉仕をするとともに、ロータリーには会員が向上しょうとする
高い理想があり、ご主人のロータリーの活動を奨励するように働きかけるなど、その果たした役割は大きいも
のでした。
　その後、世界で男女を問わず多くの人々がロータリー・クラブで女性の入会を認めようと数十年にわたり活
動され多くの賛同者をあつめ、1989年の規定審議会で女性の入会が認められるという、ロータリーの歴史上で
重要な分岐点となり、現在の女性会員の活躍につながっております。

女性会員の変遷
1950�����RI国際大会にて、標準ロータリー・クラブ定款から「男性(male)」という言葉を削除するという提案

がなされた。（インドのロータリークラブ）
1964�����規定審議会の議題に、ロータリー・クラブへ女性の入会を認めるという、制定案の掲載及び女性に名

誉会員の資格を与えるという提案がされるが、代表議員は両案とも否決。（セイロン（現在のスリ
ランカのロータリー・クラブ））

1972�����女性会員指示のクラブの声が高まり、規定審議会で、女性のロータリーへの入会を提案。（アメリカ
のロータリー・クラブ）

1977������RI国際大会で､女性会員を認める３つの立法案を規定審議会に提出することになる。�
別途、女性を名誉会員として認める立法案を作成。（ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾛｰﾀﾘｰ･ｸﾗﾌﾞ) 
ｱﾒﾘｶｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州ﾃﾞﾕｱﾙﾃ･ﾛｰﾀﾘｰ･ｸﾗﾌﾞは定款に反しながらも、女性の会員を入会させ、1978年3月に国際
ロータリーへの加盟を終結され、1986年に復帰加盟。

1980������RIクラブの定款および細則から、会員を「男の人(male persons)」として言及する箇所をすべて削除
する制定案を提案。（ｲﾝﾄﾞ､ｽｳｴｰﾃﾞﾝ､ｽｲｽ､ｱﾒﾘｶのﾛｰﾀﾘｰ･ｸﾗﾌﾞ)

1883-1986� 1983年にﾃﾞｭｱﾙﾃ･ｸﾗﾌﾞが起こした訴訟で、ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州最高裁判所は国際ﾛｰﾀﾘｰ･ｸﾗﾌﾞを支持する判決を下
し、同州では引き続き性別が会員の資格要件となる。
1986年、控訴裁判所は下級裁判所の判決を覆し、ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州では男性のみを会員とする規定を施行で
きないとし、ｶﾘﾌｫｴｵﾙﾆｱ州最高裁はこの決定を退け、アメリカ連邦最高裁判所に控訴。�

1987������5月4日、米国連邦最高裁判所は、ロータリー・クラブが性別を理由に女性を会員として拒否する
ことはできないという判決を下す。�
ロータリーは方針声明を発表し、アメリカのロータリー・クラブは、資格を満たす女性を入会させ
ることができるとする。理事会は「米国のクラブは、性別に関係なく、会員候補者を公正に検討す
るように奨励する」ようになる。
5月28日に結成された､ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州のﾏﾘﾝ･ｻﾝﾗｲｽﾞ･ﾛｰﾀﾘｰ･ｸﾗﾌﾞが､連邦最高裁の判決から初めて､女性の設
立会員を含めたクラブとなる｡初の女性クラブ会長は､ﾃﾞﾕｱﾙﾃ･ﾛｰﾀﾘｰ･ｸﾗﾌﾞ(ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州)の
ｼﾙﾋﾞｱ･ｳｲｯﾄﾛｯｸ氏｡

1988� � � 11理事会は、カナダのロータリー・クラブが女性会員を入会させる権利を認めるという方針声明を発
表。

1989������規定審議会で、ロータリークラブの会員は男性に限られるとするRI定款の要件を削除するように可
決。女性は世界中のロータリー・クラブで入会が認められることとなる。

1990������6月、全世界の女性ロータリアンの数は、20,200人を記録。�
1995������7月8名の女性が地区ガバナーに就任。� 
2005������女性で初めてロータリー財団管理委員に任命され2005年～2009年までの任期に就く。

（キャロライン・E ・jｼﾞｮｰﾝｽﾞ氏)        
2007������7月６３名の女性が地区ガバナーに就任。世界で25,227クラブ、177,859人の女性会員が在籍。�  
2008������女性で初めてのRI理事に任命2010年6月までの任期を務める。（カトリーヌ・ノワイエ・リボー氏）� 
2009������全世界で187,967人の女性ロータリアンが活動、63人が地区ガバナーに就任。�       
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委員会報告
新世代委員会・植村副委員長
先週18日（金）に登美ヶ丘北中学校で
「携帯電話有害サイト対策セミナー」
を開催いたしました。クラブからは14
名、その他の方を含めまして総勢50名
程度の参加者でした。特に講師とし
て活躍頂きました増井さん、どうも
有難うございました。

プログラム委員会・髙野委員長
来週の卓話は楠木会員のご子息で、
ＮＰＯ法人チャイルド・ケモ・ハウ
ス理事長の楠木重範さんにお越し頂
きます。小児がんの施設を何か頑張
って作りたい、という内容の新聞記
事が掲載され、私は非常に子沢山、
子煩悩ですので、読んだだけで涙が
出ました。取り組んでおられること
は非常に大きくて、しかも困難な事
です。それに私どものメンバーの息
子さんが取り組んでおられるという
ことですので、ご協力できることが
あればご協力したいと思っております。
どうか宜しくお願い致します。

ロータリー財団委員会・武藤委員長
私が出て参りますといつもお金の無
心ばかりで非常に甚だ心苦しいので
すが、今日も「Polio＋　2億ドルチャ
レンジ」の件です。古川さんが一生
懸命つくって頂いた募金箱に、ご協
力をお願いいたします。この箱には
微妙な隙間があり、コインですとポ
ロポロ落ちる心配がありますので、
コインではないものでご協力いただ
きたい、と思っておりますので、ど
うぞ宜しくお願い致します。

増井次年度幹事
次回（3/1）例会終了後次年度理事会
を開催いたしますので、役員メンバ
ーの方はご準備お願い致します。

幹事報告
地区大会に出席予定の方で、登録料
をまだ納められてない方は、至急、
事務局までお支払いください。登録
料は1万円です。宜しくお願い致します。
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国際ソロプチミストチャリティ講演ＰＲ
幹事
先ほどご紹介がありました国際ソロプチミスト奈良－平城の尾関会長・川本委員長が、5月に行われるチャリテ
ィ講演のＰＲにいらっしゃいました。

国際ソロプチミスト奈良－平城の尾関会長
はじめまして。国際ソロプチミスト奈良－平城というとこ
ろの、今年の会長を務めさせて頂いております尾関と申し
ます。宜しくお願い致します。昨年の会長は成田様の奥様
でございます。後がなかなか大変で四苦八苦しているとこ
ろでございます。ちょうど今お話がありまして感激したの
ですが、私たちは女性ばかりの会でございまして、やはり
100年ほど前に創立されましてから現在に至るまで女性ば
かりなんです。おっしゃる通りやはり女性の権利というの
は最初の頃は全く認められなかったところからのスタート
ですので、その後順番に色々な形でソロプチミストの立場
というのを考えてきたのですが、ソロプチというのは大変
言い難くて皆さんに覚えてもらい難いのですが、実はラテ
ン語で「ソロ（（女性の）姉妹）」と「オプティマ（最良
のもの）」という二つの言葉からついたものらしいですので、女性にとって何が一番最良かというのをその時
その時に考えてこられた訳ですが、最近の女性を見て皆さんから随分批判があるかと思うのですが、女性も色々
変わりまして、変わり過ぎたところもあり、色々反省の時期になっておりまして、ちょうどそういうことでこ
の7月には奈良県内の高校生を集めましてユースフォーラムを公会堂ですることになっております。その時のテ
ーマが（この配布させて頂きましたチラシにあります）＜女－むかし・今・未来＞でございまして、これから
の女性をちょっと皆様に考えて頂こうということを考えておりました時期に、有馬稲子さんをお招きしたいと
いう意見があり、また快く引き受けて下さったものですから、同じこの＜女－むかし・今・未来＞というテー
マに沿ってお話と源氏物語の朗読講演をして頂くことになりました。今、一生懸命お誘いして回っているとこ
ろでございます。そういう訳で今日はここへチラシをお配りいたしまして、厚かましく皆様のテーブルに置か
せて頂きましたけれど、ご覧頂きまして奥様とご一緒に是非お出かけ頂きましたら有難いと思います。私たち
の所は極めて祖飯なんですが、一応青柳のお弁当をつけております。有料で申し訳ありませんけれども、是非
お待ちしております。どうぞ宜しくお願い致します。

地域密着型のサイクリングチームを目指して
シエルヴォ奈良プロサイクリングチーム株式会社

代表取締役　久保　龍也　氏
【チームの発足について】
監督、辻　貴光は幼少のころより奈良で育ち、春日山の原生林で自転車に慣れ親しみ、悠久の都に育てられま
した。平安高校・立命館大学と自転車競技部で名をはせ、卒業後はヨーロッパで自転車修行を行い、帰国後シ
マノレーシングと契約しその後マトリックスに移籍しましたが、レースでの落車事故みまわれ、一旦引退を考
えましたが、もう一度強い辻を見たいと、地元奈良の辻ファンからの後押しで２００９年１０月チームの発足
にいたりました。
【２０１０年】
国内のトップカテゴリーに参戦できる資格を有しています辻ですが、トップカテゴリーでの参戦は最低４人の
チーム制となっており、ワンランク下のカテゴリーでの参戦を余儀なくされ、BR-1カテゴリーで年間５勝させ
ていただきました。
又、テレビや新聞にも沢山取り上げていただき、奈良県で初のプロチーム始動と徐々にですが、シエルヴォの
名前が奈良県内だけでなく、日本国内の自転車愛好家の中で広がってきました。
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【２０１１年】
本年は、ようやく選手もそろいトップカテゴリーのJプロツアーで参戦できる事となりました。
【事業の趣旨】
シエルヴォ奈良プロサイクリングチームは地元地域密着型のサイクリングチームを目指し、レース活動・社会
貢献活動・ジュニアの育成を行います。
レース活動はプロチーム始め、高校生やアンダー２０歳のユースチーム・小中学生のジュニアチーム・女性の
フェミニンチームで参戦します。又チームのサポーターズクラブは全国からチームを応援してくださる方々か
らなり、レース活動の協力や応援・社会貢献活動へのボランティア参加と幅広くチームの活動補助をいただい
ています。
【事業のコンセプト】
環境にやさしい乗り物の自転車利用推進と自転車マナーの向上や身体障害者の体験サイクリングなど、
スポーツを通じた自己実現や豊かな人間形成を考え、スポーツ人口の裾野の拡大を狙います。
【発信】
チームの名称はスペイン語で牡鹿を意味します。神の使いとして鹿は奈良県民にシンボルとして愛されていま
す。チームも鹿同様奈良県民皆様に親しまれるよう命名しました。
又チーム名のスペイン語表記は奈良市とスペインのトレド市が姉妹都市であることと、将来チームがヨーロッ
パに遠征に行った際に現地でも親しんでもらえるように考えています。
奈良という地域で芽生え、レース活動や社会貢献活動を行い、地元地域愛され育まれていきます。夢は全日本
選手権でのタイトル獲得。そしてツアーオブジャパンのステージ勝利を最大の目標にしています。
奈良から関西へ・関西から日本へ・日本から世界へ羽ばたけるようがんばります。
【育成】
地元の子供達にスポーツに夢のある将来を描かせ、抱かせたい。
自転車競技活動から、友情や強い絆を育てたい。
シエルヴォは子供達を始め中高生に自転車の楽しさを伝え、自転車競技人口の底辺拡大と地元奈良出身の選手
の育成を目指します。そしてチームで助け合い育成を元に深い友情や絆を育てて生きます。
【社会貢献活動】
時代はなぜ自転車なのか？
世界的な問題として声高に叫ばれる環境問題。環境にやさしい自転車が、奈良県が聖地と呼ばれるよう活動し
ます。
自転車利用環境の整備促進に向けたPRを行い、誰もが・いつでも自転車を楽しめる社会が実現できるようアピ
ールします。
以上のような活動をチーム員・スタッフで進めてまいります。
自転車と歩行者の事故など、新聞やニュースで見たり聞いたりするこのごろですが、自転車言えど間違った使
いかとすれば、凶器となります。交通ルールや自転車の安全な操作方法学び、安全で健康によく環境にもやさ
しいすばらしい乗り物を広く皆さんにご理解いただければ幸いです。
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次週の例会
３月８日（火）　　　　　

奈良文化財研究所　副所長　井上　和人　氏
「平城京遷都の真実」

本日のお客様
（2月22日）　　　　

尾関千代子　様（国際ソロプチミスト奈良－平城）
川本　陽子　様（国際ソロプチミスト奈良－平城）
大橋幸之助　様（奈良ＲＣ）

ニコニコ箱　本日計 30,000円　累計　1,696,000円

矢追家麻呂君　奈良の春の訪れは、お水とりからと言います様に、お水取りは始まるとともに穏やかな日々が
続くようになりました。厳しい寒さもあと少しの辛抱です。2月18日に登美ヶ丘北中学校での「携
帯電話有害サイト対策セミナー」に参加頂きました、会員の皆様ご苦労様でした。また、植村
様、増井様お世話お掛けしました。

北河原公敬君　今年も連続1260回目の修二会行法お水取りが始まりました。1260年前はもちろんアメリカは生ま
れてなかったですが、ヨーロッパはどんな時代の頃だったのでしょうか？歴史の重みを感じま
す。

植村将史　君　大けがより本日で丸４年になります。当日は皆様にご心配おかけいたしましたが、元気にして
おります。特に潮田先生、ありがとうございました。又、本日シエルヴォ代表久保様、卓話お
世話になります。宜しくお願い致します。

橋本和典　君　２月１８日は母の誕生日満８７才数え８８才。乙女心を傷つけるかな？と迷いつつ紅いバラ８
８本を贈りました。「I　Love　You．Yes　I　Do！」の想いをこめて。

成田　積　君　国際ソロプチミスト奈良－平城　尾関会長様　川本委員長様　本日はご苦労さまです。
西口栄一　君　先週は例会休んでしまいましたが・・・今月今夜が、誕生日でして、お祝有難うございます。
藤野城市　君　渡辺さんの顔を見て　ニコニコ
渡辺英孝　君　今週は、天気も良く、あたたかく成りました。市民農園と絶好のゴルフ日和でニコニコ！！

例会変更
■�奈良西ロータリークラブ　■
・�３月１０日（木）・・・例会時間変更
　午後６時よりの例会を、友好クラブ若狭ＲＣとの「お水取り」見学の為、
　例会時間　午後５時～午後５時半までに変更
※　ビジター受付は午後５時半～午後６時まで奈良ロイヤルホテルフロント横にて行います。
■�生駒ロータリークラブ　■
※２月２２日（Ｖｏｌ．３２）の週報に掲載済みですが、
　「不適切な表現があった為改めてご連絡致します」と生駒ＲＣより連絡がありましたので、
　訂正版を掲載いたします。
①�３月２日（水）・・・移動例会の為、時間・場所変更
　 時間：１８時～⇒１７時～
　 場所：クラブ関西（大阪市北区堂島浜1-3-11　TEL:06-6341-5031）
②�３月１６日（水）・・・移動例会の為、場所変更
   場所：宝山寺和光殿（TEL:0743-87-9530）
※　①、②は現地にて通常の例会受付を行いますが、お食事はお出しできませんのでビジターフィは
　 1000円になります。
③　３月２３日（水）・・・「鴟尾の会親睦ゴルフ大会」主催の為、ゴルフ大会終了後飛鳥カントリー倶楽部
　　　　　　　　　　　　　にて行いますが、ビジター受付は致しません。
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