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ROTARY:MAKING A DIFFERENCE

ロータリー：変化をもたらす
2017 - 2018年度国際ロータリー会長 イアン H.S. ライズリー

本 日 の 例 会

７月２
１日
（第３例会）

先 週 の 記 録
● 出席報告

● 3 分間情報
岡部泰鑑会員

出席会員 37 名（内免除会員 11 名）

！
● 卓話 「人間に生まれて良かった！

会員総数 46 名（同上 16 名）

絶対の幸福が獲られるんだもん」

ゲスト

人類発生から 250 万年経った現代、苦

1名

ヴィジター 4 名

しみの量は減っていないが、お釈迦様

計

は明快に回答されている。

42 名

ホームクラブ出席率 100％

演 奏
語 り 部：河野正孝様（関西室内楽協会主宰）

6 月 30 日（第 5 例会）補正出席率 100％（MU 2 名）
● ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

フルート：北川聖香様

草島葉子（大阪南 RC）

ピ ア ノ：初瀬川未雪様
曲

７月１
４日
（第２例会）

目：エルガー 愛の挨拶

鹿浦英毅（大阪北 RC）

ショパン ノクターン

井本喜代次（大阪東南 RC）

モーツァルト アンダンテ

川上知経（大阪東南 RC）

ボルヌ カルメン変奏曲

テチアナ・セゾネンコ（米山奨学生）

永井正美会員

次 週 の お 知ら せ

７月２８日
（第４例会）

● ガバナー公式訪問

◆ 会 長 の 時 間 ◆
本日はガバナー補佐についてお話を致します。全ガ
バナーは、
ガバナー補佐を任命しなければならないと

ガバナー講話

されています。そして、
ガバナー補佐は、地区レベルで
片山 勉ガバナー

● 新会員入会式

の任務を遂行し、指定されたクラブの管理運営に関し
てガバナーを補佐する責務を担うとされています。
ガ

鳥居正彦氏（ホテル）

● 食膳 〈中国 円卓料理〉

バナー補佐の主な任務は、
クラブを定期的に訪問し、
また、
ガバナー公式訪問に際してのクラブ協議会に出
席し、ガバナーと各クラブとの橋渡し的な役割を担う

次 々 週 の お 知らせ

８月４日
（第１例会）

ことになります。

● 卓話 「会員増強にちなんで」
井上裕貴会員増強委員長

！
会員増強にご協力を！

◆ 幹 事 報 告◆

の提案にその源を発したものですが、米山記念奨学

三宅善太郎幹事
先週ポスト致しました、鳥居正彦様の入会につきま

会は、1952年、東京RCによる
「米山募金」の構想から
発展し、1967年財団法人となったものです。
そこには、

して異議が無かった事をご報告致します。尚、入会式

二度と戦争の悲劇を繰返さないために、
国際親善と世

は7月28日を予定しております。

界平和に寄与したいという、
日本のロータリアンたちの

地区から、募金の依頼が来ております。九州北部の
豪雨被害への義損金のお願いです。募金箱を7月末ま
で設置致します。皆様ご協力をお願い致します。
ロータリー米山奨学会より2016-17年度の寄付の

強い願いがあったと言われています。
ところで、
これら
の活動を支えるため地区では、
１. R財団年次寄付

１名あたり

＄150

２. ポリオ撲滅

１名あたり

＄50
計＄200

結果と、財団設立50周年の記念式典の案内が来てお
ります。前米山奨学生の張さんの記事と併せて回覧致

３. ベネファクター

各クラブ

１名

します。

４. 米山記念奨学

１名あたり

3万円

地区より、2019年規定審議会への立法案提出の案

をお願いされております。当クラブも、本年度R財団か

内が来ていますので回覧致します。提出期限は9月末

ら地区補助金を受け社会奉仕を実施しますし、
また米

となっております。提案がございましたら幹事までご連

山奨学生を受入れており、事業に大きく関わっていま

絡ください。

す。何かと厳しい時ですが、是非、両財団に大きな

今週、大阪東RC様、大阪東南RC様へ会長・幹事着
任の挨拶に行って参りました。皆様に温かく迎えて頂

ご支援を賜りたく、
どうぞよろしくご協力のほどお願い
いたします。

きました事をご報告致します。

「就任挨拶（職業奉仕委員長）」

◆ 委 員 会 報 告 ◆
R財団・米山奨学委員長

西澤吉樹会員
尾﨑敬則

今年度、職業奉仕委員長とな

岡倉会員から米山奨学会に対し多額のご寄付を頂

りました西澤です。

戴しました。有難うございます。

メンバーは以下の通りです。

新しい年度が始まりました。
どうぞ、皆様もよろしく
お願いします。

委員長

西澤吉樹、副委員長

中尾𠮷計、委員

鈴木良造・上 敏郎
職業奉仕そのもののとらえ方・役割・実践とも各

卓 話

７月１４日 ＜第２例会＞

「就任挨拶（ロータリー財団・米山奨学委員長）」

ロータリークラブにおいて解釈の相違及び実施内容
の差異が多いように認識しております。

尾﨑敬則会員

当クラブにおいても活動状況は、職場見学会がメイ

委員会は、高いご見識と豊か

ン行事となっておりそこからの踏み込んだ活動には

なご経験のある永井PPが副委員

至っていません。

長、
これまでから何かとお世話に

先日のクラブフォーラムでの光信先生のお話の中

なってきた濱田PSが委員、
そして私の3名です。
よろし

で、職業奉仕はロータリーの金看板と言われているが

くお願いします。R財団は、1917年のクランフRI会長

実際のところすべての奉仕の根幹は職業奉仕からな

りたっている。

「就任挨拶（国際奉仕委員長）」

その基本は我々の仕事の営みから利益を創出し、

山口 寛会員

社員・会社・地域・国家、国民に還元することである旨

RI会長、地区ガバナー、当山本

ございました。
このお言葉に感銘をいたしました。

会長の本年度スローガンを念頭

今年度は会員皆様に職業奉仕の意義・クラブのま

に置き、基本的には前年度まで

た会員の実践に関して方向性を明確にする１年とし

の継続路線になりますが、双子クラブの香港島東RC

たいと考えております。皆様のご協力をお願いする次

及び台湾豊原北區RCとの周年行事等もなく、谷間の

第です。

年度となっていますので、特別な親善・交流訪問等は

今年度の活動は以下の通りです。

今のところ計画はありませんが、両クラブからのWCS

1. 職場見学会（日時：10月13日（金） 13時30分〜
17時、
場所：ザ・パック本社、
工場及び資料展示場）

についての協力要請がありますれば、継続して参りた
いと思っています。

2. 職業奉仕に造詣の深い会員様からの卓話とクラブ

平成30年2月の「平和と紛争、紛争解決月間」の卓

フォーラム
（1月19日 or 26日）
による職業奉仕への

話とクラブフォーラムにつきましては、国際理解を深

認識強化。

めるに相応しいテーマを現在模索中で実施を予定い
たしております。私は在籍27年目にして、国際奉仕委
員会関係は未経験で初チャレンジになりますが、幸い

「就任挨拶（社会奉仕委員長）」

小林副委員長は元国際奉仕委員長の経験者、佐伯会
中谷佳正会員

員は元会長、中辻会員は国際文化に精通されている

今年度、社会奉仕委員長を仰

という恵まれた委員会構成になりますので安心して活

せつかりました中谷です。
どうぞ

動できると楽しみにしています。

よろしくお願いします。当委員会
は、副委員長に内藤会員、委員として南賀会員、奥田
会員の４名でこの１年間活動を進めていきたいと思

「就任挨拶（青少年奉仕委員長）」
宇津井隆男会員

います。

次年度の青少年奉仕委員会

社会奉仕委員会の今年度の事業は、下記のものを
考えております。

の活動ですが、私のほか、副委員

1. 東成区老人福祉センターでの囲碁将棋大会の開催

長に浅井会員、委員に畑田会員、

と高齢者向け交通安全講習会の実施
2. 奈良県吉野町青根ヶ峰植林地の保全支援及び現
地視察
3. 生野区役所内の子育て情報コーナーへ玩具、備品
の寄贈
会員皆様のご協力、何卒宜しくお願い致します。

小原会員という4名で担当させていただきます。
事業計画につきましては、会長方針、地区青少年委
員会の指針等に基づきまして次の事業を計画してお
ります。
1. 地区の青少年活動委員会が実施している、秋と春
のRylaへの参加。
2. 翌年5月の青少年奉仕月間での卓話およびフォー
ラム。
3. 東成区社会を明るくする運動への助成。

〈 4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
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

4. 東成区子供会育成連合協議会主催の親善スポー
ツ大会への助成。
東成区成人の日記念のつどいへの賛助。
東成区青少年指導員連絡会議協議会主催のウォー
クラリーへの助成。
5. 大阪教育大附属天王寺中学校から生野聴覚支援
学校への図書の寄贈。
寄贈の活動を通じ生徒同士の交流に発展させ、相

▲大阪東南RC 井本会長と川上幹事

互理解を深めてもらう。やがて奉仕の心が生徒に醸
成され、継続的な奉仕活動やクラブ活動につなが

にこにこ箱

るよう支援していく。

７月１４日（第２例会）

新規事業につきましては手探りの部分もあり、単年
度でどこまでの成果が上がるか不安な要素もあります
が、前向きにチャレンジして参りたいと考えています。
ご支援、
ご助言をよろしくお願い申し上げます。

「就任挨拶（研修リーダー）」
光信昌明会員
ロータリーの研修の目的は立
派なロータリアンを作ることにあ
ります。今年度はロータリアンの
研修に加えて、
クラブのレベルを上げるためクラブの
運営にも参加することを要請されています。
この為に
は、理事会との連携を密にせねばなりません。何れに
しても、
ロータリーを知り、理解することが先決と考え
られます。今年度はパスト会長の皆様方にお願いし
て、会長時代に経験されたロータリーを思い出して３
分間情報でその思いを語っていただきます。変革して
行くロータリーを認知するためには、
ロータリーの基
本を知らなければなりません。その為に卓話とクラブ
フォーラムを実施しロータリーの真髄に迫りたいと

・何時も大変お世話になっています。本年一年
間、宜しくお願い致します。
井本会長・川上幹事（大阪東南RC）
・大阪東南RCの井本会長・川上幹事をお迎え
して。
山本（英）会員
・井本会長・川上幹事、
お越し頂き有難うござ
います。
三宅会員
・東南RC会長 井本さん、一年間よろしく。
佐伯会員
・明日、ROAR−JAPNの第38回総会（盛岡）に
出席してきます。
佐々木会員
・先週はクラブ奉仕・クラブ管理運営委員会の
クラブフォーラムに、多数の参加ありがとう
ございました。
中谷（徹）会員
・一寸嬉しいことがありました。
西村会員
・早退のため卓話の順序を変えていただき
ありがとうございました。
尾﨑会員
・境さん、
お世話になりました。
宮田会員
・
（早口言葉）副SAA頑張れ！！ マグマ大使の
ママ マママグマ大使
南賀会員
・その他、
お祝い １件

思って居ります。

（ 編集担当 浅井・宮田）

！
会員増強にご協力を！

