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卓話 「米山月間」 澁 谷 委 員 長
 「ロータリー財団月間」 田中（慶）委員長

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」

第1435回例会　平成23年11月7日

「ロータリーの理念と精神の追求」

卓話 「私の職業」　伊藤会員
 「私の職業」　井伊会員
Weekly No. 1435は水間副委員長が担当しました。
Weekly No. 1436は井伊委員が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 阪本会長

先週内容

次週 第1436回 例会予告　平成23年11月14日

Weekly No.1435／ 平成23年11月7日

出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　　客 1名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 86.36％
●10月3日の出席率（メーキャップを含む） 100％

𠮷田委員長

紙谷幹事幹事報告

◦今日は第2660地区・岡部ガバナー公式訪問
です。ガバナーには大変お忙しい中、お越し
頂きました。ガバナーノミニーは国際協議
会に出席し研修を受けられます。岡部ガバ
ナーも1月17日～21日迄、サンディエゴで
研修を受けてこられました。その最中、第
2660地区クラブ会長（82クラブ）宛に葉書
を下さいました。私はその気配りに感動を
憶えました。先程、懇談会でお話を頂きまし
た。また、後ほど卓話でお話を伺います。よ
ろしくお願いします。

ロータリー財団月間

◦11月11日・12日は地区大会です。その時に
ご持参いただく名札と詳細の書かれた用紙
をお配りしました。名札にはバーコードが
組み込まれていますので、2日間共にお忘れ
なきようお願い致します。
◦本日例会後、理事会を開催致します。理事の
方はご出席下さい。
◦ロータリーの友11月号をお配りしました。

ゲ　ス　ト 榎原委員

 RI第2660地区ガバナー 岡部 泰鑑 様
岡部ガバナーとの懇談会
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◆ガバナー 岡部 泰鑑 様
皆様に温かく迎えていただいて感謝合掌。
◆阪本会長
岡部ガバナーをお迎えして、本日よろしく
お願いします。
◆由上会員
記録委員会より御報告致します。昨日の第
1回大阪マラソンで、当クラブの伊藤会員
は21559位、タイム5時間44分で完走な
さいました。おめでとうございます。栄誉を
たたえ、ここに金一封を同封いたします。
◆伊藤会員
ダスキン田中（孝）会員のお世話になり、
大阪マラソン参加できました。無事、完走
できました。ありがとうございました。
◆瀧川会員
江坂企業協議会で優勝しました。
◆荻田会員
ガバナー杯野球、皆様ご苦労様でした。紙谷
さん、大藤さんのホームスチール、島田さん
サヨナラヒット、逆転ありがとうございました。

ニコニコ箱 勝副SAA

澁谷委員長米山記念奨学会委員会
　　本日、𠮷田会員、宮川会員、田中（孝）会員
より特別寄付を頂きました。ご協力ありがとうご
ざいました。

大藤委員長職業奉仕委員会
　本日、阪本会長と一緒に、豊津第一小学校の
宮﨑校長先生に出前授業のパンフレットを持っ
ていきました。子供達も待ち遠しいと話している
そうです。11月28日午後1時45分からですが、
ご出席される会員はパイプ椅子の都合上、21日
までに大藤までご連絡いただきますようお願い
致します。そして、水間会員より会員用として70
部のパンフレットをご寄付頂きました。ありがと
うございます。皆様には追加のパンフレットが出
来次第配布致します。

日　　時：平成23年12月7日㈬
場　　所：茨木カンツリー倶楽部（東コース）
スタート：OUT・IN同時
競技方法：18ホール ストロークプレイ
会　　費：5,000円
コンペ表彰式終了後、新井会員のエージ
シュート達成、並びに奥様のホールイン
ワン達成祝賀パーティーを予定しており
ます。奮ってのご参加よろしくお願い申
し上げます。
◎初参加者は２位からとし、WPで順位決定。
◎キャンセル料はクラブのルールに従い
ますのでご了承下さい。
◎プレー終了後18時30分頃より、アメニ
ティ江坂内、中国料理翠園にて一部表
彰式・二部祝賀パーティーを行います。
※祝賀パーティー会費　12,000円（記
念品代含む）
※ゴルフ不参加の方でも、祝賀パー
ティーのみ参加OKです。

橋本（芳）会員ゴルフ同好会
第２回吹田西RC阪本会長杯ゴルフコンペ

会員
 昭和 4 年 11 月 8 日 仲辻会員
 昭和 38 年 11 月 17 日 長屋会員
 昭和 37 年 11 月 19 日 元田会員
 昭和 34 年 11 月 29 日 大藤会員
         以上4名
会員夫人
    11 月 4 日 渋谷会員夫人
    11 月 18 日 宮川会員夫人
    11 月 20 日 榎原会員夫人
    11 月 27 日 由上会員夫人
         以上4名

誕生御祝－１１月

ガバナー杯野球大会第1戦のご案内
　昨日30日（日）第23回2660地区岡部ガ
バナー杯争奪野球大会の第1戦が堺市の浪
速ふくろうスタジアムで行われました。
　メンバー 10人で挑んだ大阪帝塚山RCと
の試合でした。初回1点先制されましたが、
すぐさま4点を入れ逆転に成功！しかし橋
本芳信会員が負傷、その後元田会員も負
傷し、あわや棄権試合かと思われましたが、
何とか続行！
　しかし岡投手粘りの投球も野手の慣れ
ない守備配置もありジワジワと追いつか
れ、ついに逆転され迎えた最終回、奇跡が
待っておりました！
　前年の功労者でゴルフをキャンセルし
て駆けつけた先頭打者村井P会長が惜しく
も凡退し、ここまでかと思われた1死後
チャンスを繋ぎ2死満塁で迎えた打者は島
田会員！迫力に？押された相手投手がま
ず暴投で、紙谷会員が帰り1点差、その後
肋骨を骨折している大藤会員が相手の一
瞬の隙をついてホームスチールに成功し
同点！なおも2死3塁で島田会員が見事セ
ンター前にサヨナラヒットを放ち、7対6
で逆転勝利をおさめました！
　間違いなくクライマックスシリーズよ
り面白い試合でした！詳細戦況はHP野球
同好会欄にも掲載しております。
次回第2戦　対八尾RC
日時：11月3日（木・祝）
　　　第1試合　9:00試合開始
場所：八尾市山本野球場
皆様応援の程何卒よろしくお願い致します。

清水会員野球同好会

 チーム名 一 二 三 四 五 六 七 計  
 大阪帝塚山 1 1 0 2 0 2  6 0
 吹田西 4 0 0 0 0 3X  7 2

第１戦結果
通算
勝ち点

◆清水会員
岡部ガバナー杯野球大会お疲れ様でし
た！キセキの逆転勝利を祝して！島田さん
ナイスバッティング。
◆右松会員
本年度、ガバナー杯野球大会初戦 SUITA 
WEST の逆転サヨナラ勝利を飾って…。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 38,000円
 累計のニコニコ箱 495,000円

木田委員長社会奉仕委員会
11月1日㈫はクリーンデーです。東急イン前集
合です。大勢の参加お待ちしております。
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◆ガバナー 岡部 泰鑑 様
皆様に温かく迎えていただいて感謝合掌。
◆阪本会長
岡部ガバナーをお迎えして、本日よろしく
お願いします。
◆由上会員
記録委員会より御報告致します。昨日の第
1回大阪マラソンで、当クラブの伊藤会員
は21559位、タイム5時間44分で完走な
さいました。おめでとうございます。栄誉を
たたえ、ここに金一封を同封いたします。
◆伊藤会員
ダスキン田中（孝）会員のお世話になり、
大阪マラソン参加できました。無事、完走
できました。ありがとうございました。
◆瀧川会員
江坂企業協議会で優勝しました。
◆荻田会員
ガバナー杯野球、皆様ご苦労様でした。紙谷
さん、大藤さんのホームスチール、島田さん
サヨナラヒット、逆転ありがとうございました。

卓　　話卓　　話

　本日は、1980年6月創立より31年経過の吹田
西RCを訪問させていただきました。早い時間よ
り阪本会長・役員の方々に温かく迎えられ、また
地区におきましては、長屋　財団人道的補助金
委員会　委員、小林　国際奉仕・ＷＣＳ委員会
　委員　には大変お世話になりこの場をお借り
してお礼申し上げます。ありがとうございます。
　さて、7月より公式訪問がスタートしまして3ヶ
月がすぎましたが、今日で47回目の卓話です。今
年度のRIテーマを始め、地区の活動方針を理解
していただくために精一杯、熱意を込めて　私な
りに話させていただきます。

Ａ.では、2011～12年度のRIテーマについてご
説明いたします。
『 Reach Within to Embrace Humanity 』
“こころの中を見つめよう博愛を広げるために”
私の年度のRI会長は、インドのカリヤン・バネ
ジー氏です。日本語訳ではカルヤン･バネル
ジーとなっていますが、私は米国の国際協議
会でも確かめましたし、RI理事 近藤PGにも確
認しましたところ、カリヤン・バネジーでいいと
言われました。彼が日本にやって来た時に間
違った名前ですと失礼にあたりますので、私は
カリヤン・バネジーと言わせていただきます。
彼はインド出身の会長でありますので、私は宗
教的意味合いを強く感じています。

(ｲ)カリヤン・バネジーRI会長は3つの強調事項を
訴えておられます。
１．家族　　２．継続　　３．変化
⒈家族とは、万事は家族から始まります。私達が
行う奉仕の出発点は家族にあり、ここから始め
てこそ人々の生活や地域社会全体を通じて、
世界をより良くしていくことが出来ると言います。
⒉継続
得意とすることは何かを知って、継続しながら
次のレベルへ高めていくことの大切さ。宗教的
に言わせていただければ、日々の善行です。善
根の種まきをすること。ロータリーが行ってい
るあらゆる奉仕活動の継続こそが大切です。

「ガバナ公式訪問」
RI第2660地区ガバナー　岡部 泰鑑 様

◆清水会員
岡部ガバナー杯野球大会お疲れ様でし
た！キセキの逆転勝利を祝して！島田さん
ナイスバッティング。
◆右松会員
本年度、ガバナー杯野球大会初戦 SUITA 
WEST の逆転サヨナラ勝利を飾って…。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 38,000円
 累計のニコニコ箱 495,000円

⒊変化
世界に望んでいる変化に、まず私達自身が変
化の担い手とならなければならない。自分の
中に変化を起こすことの必要性を認識しなく
てはならない。自己分析、自己批判、自己観察、
自分を見つめることにより高潔性の発見と博
愛精神の向上、そして実践があります。

(ﾛ)RIの長期計画
⒈クラブのサポートと強化
・さまざまな奉仕活動に参加するように奨励す
る
・ダイナミックな新クラブを結成する
⒉人道的奉仕の重点化と増加
・ポリオを撲滅する
・新世代奉仕プログラム
・ロータリー財団の6つの重点分野　における奉仕の継続性を高める
⒊公共イメージと認知度の向上
・イメージとブランド認知を調和させる
・職業奉仕を強調する

Ｂ．地区の方針
私の年度は『見直しをすすめ　新たな第一歩
を』とさせていただきました。
松本直前ガバナーの『ロータリーについてもう
一度考えてみませんか』をより深めてみました。

(ｲ) 地区の強調事項
⒈クラブのサポートと強化
・リーダーを育成する。例会出席の重要性。ロー
タリアンライフ。
・ダイナミックな新クラブの結成
  単なる純増ではなくて、新クラブ結成へ
⒉人道的奉仕の重点化と増加
・ポリオ撲滅…RI会長は本年度でエンドポリオ
を謳っていますので、今年は各クラブに対して、
目標としては、お一人当たり3,000円程度の寄
付をお願いしたいと思っています。
⒊公共イメージと認知度の向上
・ロータリーの認知度の向上
⒋未来の夢計画（ Future Vision Plan ）
・2013年より財団の仕組みが変わります。手続
きが簡素化される。奉仕の機会を広げる等。

Ｃ．ロータリー財団と米山への寄付（目標）
あくまでも目標でありますことをお断りしてお
きます。
・ポリオ撲滅へお一人当たり3,000円
・R財団へ年次寄付として一人当たり150US＄
・米山記念奨学会へ一人当たり２万円

以上がRIおよび地区の活動方針です。

次に東日本震災復興支援プロジェクトについて
今回、東日本震災復興支援2660地区基金の運
用等、東日本大震災復興支援を地区横断的に、
より効果的に実施するため災害支援プロジェクト
が設置されました。
<ご参考：災害支援プロジェクトの概要＞
①７月～９月の歩み
・東日本震災復興支援2660地区基金寄付金の
募集、運用
・現地ニーズ掌握と各クラブ支援
・地区、各クラブの活動状況の掌握とサポート
・各クラブ、メンバーへの情報発信（ガバナー月
信およびメール）

＜寄付金の状況＞総額            87,619,582円
＜支援金の支払状況＞プロジェクト9件    7,758,993円

（2011年10月4日現在）

②プロジェクトメンバー
委員長　：井上暎夫　パストガバナー（千里RC）
副委員長：高島凱夫　ガバナーエレクト（大阪中之島RC）
　　　　 福家　宏　ガバナーノミニー・ロータリー財団委員長（八尾中央RC）
　　　　 宮里唯子　地区研修委員（茨木西RC）
委　員　：溝畑正信　ロータリー財団副委員長（東大阪東RC）
　　　　 五味千秋　財団人道的補助金委員（大阪心斎橋RC）
　　　　 古澤照明　国際奉仕・WCS委員長（豊中RC）
　　　　 川上大雄　社会奉仕委員長（大阪ユニバーサルシティRC）
　　　　 丹羽健二　ガバナー補佐（大阪西南RC）
　　　　 小林和由　ガバナー補佐エレクト（大阪咲洲RC）

　発生後５ヶ月が経過した今も悲しみや絶望の
中で、将来に向けて懸命に生きる数多くの人々
がおられます。支援活動を進めるにあたっては、
クラブ単独では資金面で苦しいので地区に支援
を仰ぎたい、友好クラブから義援金を頂戴したが
地区の支援のもとに複数クラブでプロジェクトを
立ち上げたい、独自のプロジェクトより地区のプ
ロジェクトに参加したい等々のご要望を各クラブ
より頂いております。是非とも皆様の熱い思いを
地区プロジェクトメンバーの方までお知らせ下さい。
きっと皆様のお手伝いが出来ると思っております。

◎新クラブ結成の件
私は、PETS・地区協議会等で本年度は会員増
強については純増何名ということは明言しま
せんと申しましたが、これは会員増強を全くし
なくても良いという訳ではありませんと申して
おきました。現在のクラブでも又合併の際にも
周年記念を機に例会時間の変更等を考えても
いいのではないかと申しております。有能な方、
若い方達が入会したいと思っても例会時間の
関係で入会しにくい、米国および東京等では
モーニング例会が活況を呈しているということ
を耳にしました。今回大阪で初めてのモーニン
グクラブを立ち上げる準備が整いました。概要
は以下の通りです。
⒈新クラブの名称
　「大阪アーバン・ロータリークラブ」(仮称)
⒉例会場
　ホテルグランヴィア大阪
⒊例会日時
　毎週　水曜日　AM7：30～8：30
⒋会費等
入会金：  8 万円
年会費：10万円（RI･地区人頭分担金。その

他の義務的全必要経費、及
びホテル例会場費を含み
ます。）

但し上記のほか、食費は1例会につき各出
席者が＠1,500円を負担します。
⒌新クラブの基本的考え方
⑴会員対象者
年齢・性別は問わず、事業経営・専門職・
奉仕活動等に従事されている方々を原則
として、幅広い世代の幅広い職業人に募

集をかけてまいります。
元会員・元ロータアクターの方も歓迎しま
す。
但し、運営上の必要から、少なくとも電子
メールを使える方に限ります。
⑵募集地域
　大阪に通勤可能な地域全般
⑶クラブ運営の基本的考え方
各会員が負担する経費の削減を行い、幅
広い会員が入会可能になるような低コス
トを目指します。
クラブ運営に伴う事務作業は、会長・幹事
等の役員が分担して行うことを基本とし、
クラブ事務局、及び事務局員は当分の間
設置しません。
⑷会員連絡手段
電子メールを基本とし、会員専用のHPを
設けます。さらにメーリングリストを活用し
ます。
⑸食事
　ビュッフェ形式の朝食を基本とします。
⒍候補者の推薦
　新クラブへの入会者をご紹介ください。会員
となるには、ロータリアンの推薦が必要です。
各クラブ会員の皆様より、お知り合いの方、
事業所内の方など、候補者の推薦をよろしく
お願い申し上げます。

※なお、詳細については地区ホームページをご覧下さい。

　さて、私の年度でのポリオ終結について少しご
説明いたします。何故ポリオが終結するのにポリ
オ寄付金の半分をポリオ広報活動費に回すのか
と言うことです。RIからは『最終年度だからポリオ
の広報を広げてほしい、最終年度だから沢山の
寄付をしてほしい』という方針を受けています。
それを踏まえて、ロータリー広報活動とポリオ活
動番組を製作いたしました。既に皆様はご覧い
ただいたと思いますが、“感染症ポリオ 残り1％
の戦い”という題で7月18日にテレビ大阪から放
映され、テレビが映らなかった地区のガバナーか
ら「是非ともDVDを見せてほしい」という要望が
ありましたので、全国のガバナーに送付いたしま
した。何卒ポリオ広報活動についてもご理解を賜
りたく存じます。
　最後になりますが、本年は何かと地区活動に
ご協力を賜っておりますが、11月11日～12日の
地区大会への多数の会員の出席、および東日本
大震災のご寄付については個人でもクラブでも
結構ですので、ご協力の程お願い申し上げます。
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　本日は、1980年6月創立より31年経過の吹田
西RCを訪問させていただきました。早い時間よ
り阪本会長・役員の方々に温かく迎えられ、また
地区におきましては、長屋　財団人道的補助金
委員会　委員、小林　国際奉仕・ＷＣＳ委員会
　委員　には大変お世話になりこの場をお借り
してお礼申し上げます。ありがとうございます。
　さて、7月より公式訪問がスタートしまして3ヶ
月がすぎましたが、今日で47回目の卓話です。今
年度のRIテーマを始め、地区の活動方針を理解
していただくために精一杯、熱意を込めて　私な
りに話させていただきます。

Ａ.では、2011～12年度のRIテーマについてご
説明いたします。
『 Reach Within to Embrace Humanity 』
“こころの中を見つめよう博愛を広げるために”
私の年度のRI会長は、インドのカリヤン・バネ
ジー氏です。日本語訳ではカルヤン･バネル
ジーとなっていますが、私は米国の国際協議
会でも確かめましたし、RI理事 近藤PGにも確
認しましたところ、カリヤン・バネジーでいいと
言われました。彼が日本にやって来た時に間
違った名前ですと失礼にあたりますので、私は
カリヤン・バネジーと言わせていただきます。
彼はインド出身の会長でありますので、私は宗
教的意味合いを強く感じています。

(ｲ)カリヤン・バネジーRI会長は3つの強調事項を
訴えておられます。
１．家族　　２．継続　　３．変化
⒈家族とは、万事は家族から始まります。私達が
行う奉仕の出発点は家族にあり、ここから始め
てこそ人々の生活や地域社会全体を通じて、
世界をより良くしていくことが出来ると言います。
⒉継続
得意とすることは何かを知って、継続しながら
次のレベルへ高めていくことの大切さ。宗教的
に言わせていただければ、日々の善行です。善
根の種まきをすること。ロータリーが行ってい
るあらゆる奉仕活動の継続こそが大切です。

⒊変化
世界に望んでいる変化に、まず私達自身が変
化の担い手とならなければならない。自分の
中に変化を起こすことの必要性を認識しなく
てはならない。自己分析、自己批判、自己観察、
自分を見つめることにより高潔性の発見と博
愛精神の向上、そして実践があります。

(ﾛ)RIの長期計画
⒈クラブのサポートと強化
・さまざまな奉仕活動に参加するように奨励す
る
・ダイナミックな新クラブを結成する
⒉人道的奉仕の重点化と増加
・ポリオを撲滅する
・新世代奉仕プログラム
・ロータリー財団の6つの重点分野　における奉仕の継続性を高める
⒊公共イメージと認知度の向上
・イメージとブランド認知を調和させる
・職業奉仕を強調する

Ｂ．地区の方針
私の年度は『見直しをすすめ　新たな第一歩
を』とさせていただきました。
松本直前ガバナーの『ロータリーについてもう
一度考えてみませんか』をより深めてみました。

(ｲ) 地区の強調事項
⒈クラブのサポートと強化
・リーダーを育成する。例会出席の重要性。ロー
タリアンライフ。
・ダイナミックな新クラブの結成
  単なる純増ではなくて、新クラブ結成へ
⒉人道的奉仕の重点化と増加
・ポリオ撲滅…RI会長は本年度でエンドポリオ
を謳っていますので、今年は各クラブに対して、
目標としては、お一人当たり3,000円程度の寄
付をお願いしたいと思っています。
⒊公共イメージと認知度の向上
・ロータリーの認知度の向上
⒋未来の夢計画（ Future Vision Plan ）
・2013年より財団の仕組みが変わります。手続
きが簡素化される。奉仕の機会を広げる等。

Ｃ．ロータリー財団と米山への寄付（目標）
あくまでも目標でありますことをお断りしてお
きます。
・ポリオ撲滅へお一人当たり3,000円
・R財団へ年次寄付として一人当たり150US＄
・米山記念奨学会へ一人当たり２万円

以上がRIおよび地区の活動方針です。

次に東日本震災復興支援プロジェクトについて
今回、東日本震災復興支援2660地区基金の運
用等、東日本大震災復興支援を地区横断的に、
より効果的に実施するため災害支援プロジェクト
が設置されました。
<ご参考：災害支援プロジェクトの概要＞
①７月～９月の歩み
・東日本震災復興支援2660地区基金寄付金の
募集、運用
・現地ニーズ掌握と各クラブ支援
・地区、各クラブの活動状況の掌握とサポート
・各クラブ、メンバーへの情報発信（ガバナー月
信およびメール）

＜寄付金の状況＞総額            87,619,582円
＜支援金の支払状況＞プロジェクト9件    7,758,993円

（2011年10月4日現在）

②プロジェクトメンバー
委員長　：井上暎夫　パストガバナー（千里RC）
副委員長：高島凱夫　ガバナーエレクト（大阪中之島RC）
　　　　 福家　宏　ガバナーノミニー・ロータリー財団委員長（八尾中央RC）
　　　　 宮里唯子　地区研修委員（茨木西RC）
委　員　：溝畑正信　ロータリー財団副委員長（東大阪東RC）
　　　　 五味千秋　財団人道的補助金委員（大阪心斎橋RC）
　　　　 古澤照明　国際奉仕・WCS委員長（豊中RC）
　　　　 川上大雄　社会奉仕委員長（大阪ユニバーサルシティRC）
　　　　 丹羽健二　ガバナー補佐（大阪西南RC）
　　　　 小林和由　ガバナー補佐エレクト（大阪咲洲RC）

　発生後５ヶ月が経過した今も悲しみや絶望の
中で、将来に向けて懸命に生きる数多くの人々
がおられます。支援活動を進めるにあたっては、
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を仰ぎたい、友好クラブから義援金を頂戴したが
地区の支援のもとに複数クラブでプロジェクトを
立ち上げたい、独自のプロジェクトより地区のプ
ロジェクトに参加したい等々のご要望を各クラブ
より頂いております。是非とも皆様の熱い思いを
地区プロジェクトメンバーの方までお知らせ下さい。
きっと皆様のお手伝いが出来ると思っております。

◎新クラブ結成の件
私は、PETS・地区協議会等で本年度は会員増
強については純増何名ということは明言しま
せんと申しましたが、これは会員増強を全くし
なくても良いという訳ではありませんと申して
おきました。現在のクラブでも又合併の際にも
周年記念を機に例会時間の変更等を考えても
いいのではないかと申しております。有能な方、
若い方達が入会したいと思っても例会時間の
関係で入会しにくい、米国および東京等では
モーニング例会が活況を呈しているということ
を耳にしました。今回大阪で初めてのモーニン
グクラブを立ち上げる準備が整いました。概要
は以下の通りです。
⒈新クラブの名称
　「大阪アーバン・ロータリークラブ」(仮称)
⒉例会場
　ホテルグランヴィア大阪
⒊例会日時
　毎週　水曜日　AM7：30～8：30
⒋会費等
入会金：  8 万円
年会費：10万円（RI･地区人頭分担金。その

他の義務的全必要経費、及
びホテル例会場費を含み
ます。）

但し上記のほか、食費は1例会につき各出
席者が＠1,500円を負担します。
⒌新クラブの基本的考え方
⑴会員対象者
年齢・性別は問わず、事業経営・専門職・
奉仕活動等に従事されている方々を原則
として、幅広い世代の幅広い職業人に募

集をかけてまいります。
元会員・元ロータアクターの方も歓迎しま
す。
但し、運営上の必要から、少なくとも電子
メールを使える方に限ります。
⑵募集地域
　大阪に通勤可能な地域全般
⑶クラブ運営の基本的考え方
各会員が負担する経費の削減を行い、幅
広い会員が入会可能になるような低コス
トを目指します。
クラブ運営に伴う事務作業は、会長・幹事
等の役員が分担して行うことを基本とし、
クラブ事務局、及び事務局員は当分の間
設置しません。
⑷会員連絡手段
電子メールを基本とし、会員専用のHPを
設けます。さらにメーリングリストを活用し
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⑸食事
　ビュッフェ形式の朝食を基本とします。
⒍候補者の推薦
　新クラブへの入会者をご紹介ください。会員
となるには、ロータリアンの推薦が必要です。
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事業所内の方など、候補者の推薦をよろしく
お願い申し上げます。

※なお、詳細については地区ホームページをご覧下さい。
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