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4つのテスト

●真実かどうか

第1703回例会

●みんなに公平か

平成30年7月30日

卓話
新年度理事挨拶
国際奉仕
青少年奉仕
40周年準備委員会挨拶

坂本理事
本田理事
橋本
（徹）
委員長

●みんなのためになるかどうか

で起こった液状化現象のその後と一緒です。この時点
になると、人の力では整備できない状態になります。
重機が無ければ復興は遅々として進まないでしょ
う。政府が補助金の前倒しを決定しましたが、インフ
ラを確保することにも目を向け、重機の無償援助の方
法を取っていただきたきたく発信したいと思います。

ゲスト紹介

今週の歌

親睦活動委員会

「それでこそロータリー」

前回内容

会長挨拶

●好意と友情を深めるか

大藤会長

皆様、こんばんは。 2 週間ぶりの例会でございます。
連日、猛暑の日が続きます。体調を崩されている方
はおられませんか。
家内が体調を崩し、熱中症の一歩手前であると言わ
れ、静養しております。
最近の気温を聞いて、30度を聞いても平気な自分が
いることが不思議です。本日は、熊谷で４1.1℃の新記
録を記録したとの事。くれぐれも体調管理にお気遣い
いただきますようお願い申し上げます。
さて、未だ終息の気配すらない西日本大雨被害です
が、阪神大震災と比較したいと思います。
実は、阪神大震災では司法書士になって ５ 年目でし
た。その時に友人とボランティアに毎週土日に参加し
ました。
最初、法律の知識など何の役にも立たないことに
ショックを感じてましたが、当然のことと、理解しま
した。
被災後は、一人でも力仕事のできる人材が必要であ
り、普通の運動靴で、リュックを背負った身なりのき
れいな人間は歓迎されないと感じました。彼らは風呂
さえはいれないのですから。私はすぐに人足の登録を
行い、がれきを毎週毎週整備しました。西日本の大雨
では、その人足のボランティアが少ないと聞いており
ます。阪神よりも広範囲であり、過疎地ほど需要が多
いとの事。そして、阪神と決定的に違うのは、土砂と
瓦礫です。阪神は 1 月の寒い日でしたが、雨が比較的
少なかった点です。それは、土砂は、この暑さで水分
が蒸発します。これは、芦屋の海沿いのニュータウン

清水（良）
副委員長

株式会社サンヨー 代表取締役 中条 秀昭 様

（鈴木パスト会長のご友人）
大阪北梅田ロータリークラブ 寺岡 龍彦 様

幹事報告

榎原幹事

1 ．故パスト会長 仲辻 章 儀 葬儀のご案内をお配り
しました。
2 ．本日例会後に理事会があります。
3 ．
「平成30年 7 月豪雨」義捐金を募りますので、ご
協力お願いします。
４ ．小林パスト会長より、西周り世界一周旅行のお土
産をBOXにお入れしております。

出席報告

出席委員会

河邊委員長

●会 員 数 ４8名
出席会員数 ４3名
●来
客 2名
本日の出席率 ９7.73％
● 7 月 2 日の出席率（メーキャップ含む）100％

ロータリー財団委員会

矢倉委員長

鈴木会員、堀会員、青木会員、佐藤会員より特別寄
付をいただきました。ご協力ありがとうございました。

ロータリー新年度

第1704回

例会予告 平成30年8月6日

卓話
前年度事業報告
前年度決算報告
前年度会計監査報告
今年度予算案

西村直前幹事
堀直前会計
青木直前会計監事
長屋会計

米山記念奨学会委員会 清水（大）委員長
榎原会員、佐藤会員、鈴木会員、堀会員より、特別
寄付をいただきました。ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会

紙谷委員長

来る平成30年 8 月 1 日（水）はロータリークラブ主催
のクリーンデイです。東急REIホテル玄関前に 7 時30

９ ：０３スタート（現在はアウト・イン ７ 組
ずつ１４組の予定です）
概算費用；約20,000円（キャディフィ、
昼食、
会食費含む）
次年度のご案内となりますが、お一人でも多くの
方々にご参加いただき皆様の親睦を深めていただくこ
とを願っております。詳細につきましては決定次第、
順次ご報告させていただきます。

お問い合わせ先（内田TEL；090－4640－6137）

分までに集合をお願いいたします。

国際奉仕委員会

小林副委員長

友好クラブである、タイ・ナコンパノムロータリー
クラブより、今回の地震、豪雨の義援金を送りたいと

卓

話

クラブ奉仕委員会

阿部委員長

連絡がありました。相談して対応したいと思います。

ニコニコ箱

SAA

●小林会員 大藤新会長以下新役員の皆さん、一年間
よろしく、家内と17日間西廻り世界一周してきまし
た。
●梶山会員 新内閣のスタートを祝して、 1 年間ご苦
労様です。
●清水
（良）
会員 結婚記念日のお花、ありがとうござ
いました。
●山下会員 記念日のお花、ありがとうございました。
●橋本
（幸）
会員 先週、酷暑の中 3 ラウンドして来ま
した。健康に感謝です。今日は卓話をさせて頂きま
す。よろしくお願いします。
●阿部会員 都市対抗野球で大阪ガス（大阪市）今日
勝って決勝進出です。
●堀会員 先日おかげ様で当クラブの会計監査を終わ
ることができました。 8 月に卓話で決算報告させて
いただきます。
●仁科会員 家内の誕生日プレゼントありがとうござ
います。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
ニコニコB

俳句同好会

33,000円
162,000円
500円

小林会員

仲辻パスト会長に対する弔句を作りたいと思いま
す。会員の方は弔句の説明をいたしますので、例会後
にお集まりください。

ゴルフ同好会報告

橋本
（芳）
会員

第 ５ 回 吹田 ５ クラブ親睦ゴルフコンペのご案内
開 催 日；平成３０年１０月１７日 水曜日
開催場所；太平洋クラブ 六甲コース

新年度RIテーマ『インスピレーションになろう』
を基本に、大藤会長方針である、メーキャップのため
のメーキャップではなく、楽しい例会を目指します。
第２６６０地区の会員の状況を、少し話をしたいと思い
ます。
会員数ですが、１９９６年５,７０２人が２０１６年３,６２４人、約
２,０００人会員が減っています。ここ数年は、毎年３００人
近い入会退会のバランス下で、会員数がほぼ横ばいで
推移しているのが現状です。
クラブ会員の信頼と親睦を深め、活発なクラブ奉仕
活動を通じて、魅力あるクラブを目指し、会員増強を
図り盤石なクラブ運営を、力を合わせて頑張りましょ
う。
我がクラブの現状は、２０００年会員６１名。２０１８年４８
名。１３名減少です。最近 ５ 年では入会１１名、退会は１０
名の横ばいとなっています。
現在の年齢構成は８０代 ６ 名、７０代１２名、６０代１３名、
５０代１３名、４０代 ３ 名です。最高齢８３歳、 １ 番若い会員
が４４歳で、平均年齢が６４.６歳です。ちなみに会員加入
平均年数は１７.１年です。
それを踏まえて……クラブ奉仕委員会は、魅力のあ
る楽しい委員会を目指します。
◆プログラム委員会【堀委員長】
健康・社会・経済・趣味など、会員の職業や生活に
おいて、関心を持っていただけそうなもの（他の理事
会メンバーにもご協力をお願いし、外部からの卓話の
回数を増やす等）を数多く構成することを目指します。
◆親睦活動委員会【瀬川委員長】
秋の親睦企画を設営する。
クリスマス、春の移動例会を設営する。
平成３０年 ９ 月１６日（日） 甲子園大会野球終了後バー
ベキューを予定。
平成３０年１２月２２日
（土） クリスマス家族例会を行う。
平成３１年 ４ 月 ６ 日（土） 春の移動例会を行う。
SAAと連携を取りながら、例会及び来賓の受付を
行う。
各委員長と連携し、炉辺談話の運営をする。

◆会員増強委員会【梶山委員長】
新規入会者 ３ 人を目標とし、取引銀行・江坂企業協
議会に働きかけて、適任者を探す。
候補者を例会に招待する。
女性会員の拡大。
◆出席委員会【河邊委員長】
出席率１００％を継続する。
例会欠席時の連絡を午前中にお願いする。
メークアップ、情報をお知らせする。
◆クラブ会報委員会【水谷委員長】
記録委員会と連携して、例会時の画像をホームペー
ジ上で掲載する。
通常はＡ ４ サイズ ２ ページとするが、情報が多い時
などは ４ ページにするなどして対応する。
印刷会社と良好な関係を築きスムーズな校正作業を
行う。
◆記録（IT・広報含む）委員会【木下委員長】
例会等において、臨場感のある写真記録を行います。
会報に写真が掲載されない為、毎回例会時の写真記
録は、ホームページにあげ、掲示します。
音楽委員会と協力して、ロータリーソングのデジタ
ル化を進めます。
従来の充電式カメラから、タブレット端末を導入
し、事務局PCと連動させていきます。
マイロータリーの登録率を最低でも８０％にします。
◆研修情報・規定委員会【青木委員長】
クラブ定款・細則に関し会員の理解を深める。
情報集会（炉辺談話）や新入会員レクチャーの場
で、ロータリアンの義務（ ３ 大義務）の語などを行
い、会員の啓発につとめる。
RI規定審議会の決定事項に沿って対応する。
◆音楽委員会【木田委員長】
例会時に於いて、ロータリーの素晴らしさがわか
る、いろんなロータリーソングを斉唱していただき、
ロータリーソングを慣れ親しんでもらう。

職業奉仕委員会

橋本
（幸）
委員長

本年度職業奉仕委員長をさせていただきます橋本で
す。副委員長には木田会員を、委員には鈴木パスト会
長をお願いしております。
大 藤 会 長 の テ ー マ「メ ー キ ャ ッ プ の た め の メ ー
キャップではなく、例会を楽しみましょう」は、ロー
タリーの原点でもあります職業奉仕の「ロータリアン
は例会に出席し、お互いに励ましあい、相手の身に
なって良心的に仕事をするように努めなければならな
い」そのものをあらわす言葉として捉え、全会員が一
層の職業奉仕活動に邁進できるよう努力してまいりま
すのでご協力をお願いいたします。
具体的な活動としましては、昨年に引き続き職場体
験学習と出前授業を実施したいと思いますので、昨年
実施頂いた企業様、日程等の都合で実施できなかった

企業様に向けアンケートを実施させていただきます。
又新しい企業様にも申し出をいただきますようお願い
いたします。
さて、皆様もお感じのことかと思います職業奉仕
が、RIでは軽視されてきているように感じます。職
業奉仕はロータリー独自の言葉であり、そのことは
ロータリーは、企業経営者の集まりで奉仕の理想に基
づいて「人づくり」を実践している団体であり他の団
体とは一線を画しているという考えを揺るがすことに
なりかねないかと危惧しています。
今一度2008年RI国際協議会にて渡辺RI理事がロー
タリーを 1 本の樹に例えた「ロータリーの樹」にある
ロータリーにおける職業奉仕の重要性について再認識
が必要だと思います。
結びに、私が21歳の時に聞きました職業奉仕につい
ての二人の先輩の言葉を紹介します。
毎日の業務の中で絶えず「真実かどうか みんなに
公平か 好意と友情を深めれるか みんなのためにな
るかどうか」を繰り返すことが職業奉仕の第 1 歩であ
るならロータリーの奉仕の理想に向かう長い道のりは
始まったばかりである。（小林PP）
人は皆善なりと性善説を持つ経営者もいれば経営に
は性悪説をもって対応するほうがうまくいくという経
営者もいます。しかしどちらの説も人を 2 つの面から
見てその現象を一方的に述べているものであって同源
のものである。なので私は性善説を基本理念としてい
る。人は皆善なりという発想で対応すればあらゆる問
題も正しく解決できるし 4 つのテストにも当てはまり
ます。（鈴木PP）
8 月25日には地区委員と職業奉仕委員長研修会がご
ざいますし、 1 月は職業奉仕月間となります。職業奉
仕について勉強して参りますので一年間よろしくお願
いいたします。

社会奉仕委員会

紙谷委員長

◆今年度活動方針
会長方針に基づき地域社会への貢献活動に取り組み
ます。
◆具体的計画
〇献血活動及び動員８ 月・ ３ 月
〇毎月 １ 日のクリーンデイの実施（たばこポイ捨て
啓発活動の実施）
８ 月 １ 日・１１月 １ 日・ ３ 月 １ 日・ ５ 月 １ 日
〇迷惑駐車追放合同パトロール
９ 月・ ４ 月
〇大阪府無事故・無違反チャレンジコンテスト ９ 月
※クリーン江坂・社会を明るくする運動は大阪府北部
地震、 ７ 月豪雨のため中止。
今年度の目玉事業につきましては現在思案中です。
クラブとしてもう一歩、参加者を募り、活動をして
いきたいと考えます。

インスピレーションになろう
ロータリー用語集
【イ】
インターアクトクラブ
大学課程進学直前の 1 ～ ４ 学年に在学中の学生また
は年齢12～18歳までのお若人で構成される組織で、
1９62年に発足した。
① 建設的指導力および個人的誠実を認め、かつ育成
すること。
②

他人に対する思いやりと他人のために役立つこと
を奨励かつ実行すること。

③
④

家庭と家族の重要性について認識すること。
各個人の価値を認識をすることにより、他人の権
利を尊重すること。

⑤

個人的成功、地域社会の改善および団体的業績を
基盤として、個人的責任の受諾を強調すること。
⑥ 社会への奉仕の機会として、すべての有用な職業
の尊厳と価値とを認識すること。
⑦ 地域社会、国家および世界情勢に関する知識と理
解とを深めるための機会を提供すること、および
すべての国の人々に対して国際理解と親善とを増
進する個人および団体活動の道を開くこと。
などを目的とし、ロータリークラブがこれを育成する。
インターシティミーティング（I.M.）
都市連合会と訳されている。近隣都市のクラブ会員
が集って、相互の親睦をはかるとともに、ロータリー
情報や奉仕活動について話し合う会合で、従来のイン
ターシティゼネラルフォーラム（I.G.F.都市連合公開
討論会）はI.M.の一形態ということができる。
【エ】

S.A.A.（Sergeant at Arms）
これは元来、英国の王室と議院での慣用語として、
「守衛官」を意味していたものである。しかし日本で
「守衛」というと、一般的に「警備」の意味をもち、

エチケット（ロータリアンとしての）
人間社会に生存するために通常のエチケットを守る
ことが大切であるが、ロータリアンは更に次のことに
留意すべきである。
① 例会に出席する。
②
③

例会欠席の場合及び他クラブにメークアップした
場合には、電話で事務所に連絡する。
卓話の時間には私語しない。

④ 各種アンケートの回答、出席の返事は迅速にする。
⑤ 各種支払の期日を守る。
⑥ ビジターに対する心尽しを忘れない。
⑦ メークアップの時ビジターカードの氏名は楷書で
書き仮名をふる。
⑧ 時間の厳守。原則的に早退しない（逃げタリアン
にならぬこと）。
エレクト
次期会長に指名された国際ロータリー会長ノミニー
が国際大会の選挙人によって正式に選挙された時点か
ら、会長に就任する時点までの間、会長エレクトとい
う。ガバナーの場合は同様にガバナーエレクトという。
【カ】
会員証
国際ロータリーが全世界のクラブにその使用を奨め
ている一定様式の小型会員証、国際ロータリー事務総
長の署名を複写印刷し、会員名、所属クラブ名、職業
分類、納入した会費の期限、クラブ幹事の署名および
当人の署名のための空欄が設けてある。未知のロータ
リークラブへメーキャップに行ったときには、積極的
に提示すべきとされているが、現在発行は中止されて
いる。
会員選考委員会

警備→警戒する→用心する、ということからロータ
リークラブがこの言葉を用いる場合には、例会をはじ

クラブ奉仕のひとつの委員会で、会員に推せんされ
た候補者について人格、職業上、社会的の地位などに

め、すべての会合（国際大会、国際協議会、地区大
会、地区協議会など）が「楽しく、秩序正しく運営さ
れるよう、つねに心を配る」というニュアンスが含ま
れている。実際には、S.A.A.は「会場監督」と呼ばれ

ついて調査し、理事会に報告するもので、つまり会員
候補の質的選考をする委員会である。100％善良、
100％好世評の人はないから、60％以上ならよいとす
べきであるとの説もある。

ている。なじみにくい呼称であるが、クラブの会長・
幹事と並んで役員としての地位が与えられ、極めて重
要な存在である。

