SUITA WEST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN
Weekly No.1563 ／ 平成27年2月16日

第2660地区

吹田西ロータリークラブ

2014-2015 週報
■創立 1980.6.12
事務所

〠564-0051 吹田市豊津町9番40号 東急プラザ江坂1階
☎（06）6338-0832 FAX（06）6338-0020
URL http://www.suita-west-rc.org
新大阪江坂東急イン
〠564-0051 吹田市豊津町9番6号 ☎（06）6338-0109
毎月曜日 18:00〜19:00
会長：田中慶一 幹事：本田智敎 会報委員長：郷上 勲

例会場
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例会日
役 員
つのテスト

●真実かどうか

第1563回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

4人で過去5年間あたためてきたアイデアを話

平成27年2月16日

し合ったそうです。

卓話 「IM説明会・予行練習」
小林実行委員長

日本では、1920年、当時三井銀行の重役であっ

IM実行委員会

た米山梅吉等が東京都に日本初のロータリー

今週の歌「限りなき道ロータリー」

クラブを国際ロータリーから855番目に認証を
受けて創立しました。

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

日本のロータリー運動は関東大震災を契機に
本格化していきました。日本では第2番目に大

田中
（慶）会長

阪RCが認証を受け、3番目に神戸RC、4番目に
名古屋RC、5番目に京都RC、6番目に横浜RCと
続き、その後も日本全国にRCが次々に拡大し
ていきました。第二次世界大戦による中断が
あったものの、戦後は世界第2のロータリー国
となりましたが、近年は経済情勢の変化や震
災等の影響を受けて会員数は減少傾向にある
ようです。2014年11月現在、クラブ数2,287、会
員数88,379人。

1905年2月23日、米国イリノイ州のシカゴで4
人の人が集まり話し合いを行いました。4人と
いうのは、弁護士のポールPハリス、石炭商の
シルベスターシール、鉱山技師ガスターバスE
ローア、洋服商のハイラムショーレです。この

世界理解月間
次週 第1564回 例会予告

平成27年2月23日

卓話 「吹田西RCホームページの操作方法講習会」
伊藤記録委員長
「炉辺談話報告 〜職業奉仕〜」
西村委員長
Weekly No. 1563は郷上委員長が担当しました。
Weekly No. 1564は家村副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

新井パスト会長に第2組ガバナー補佐の委嘱状
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幹事報告

職業奉仕委員会

本田幹事

◦茨木RCより事務局移転のお知らせが届きま
した。詳しくは事務局までお問い合わせ下
さい。

平成27年2月6日、午後2時35分〜3時30分
吹田市立江坂大池小学校多目的室
小学6年生70名
有明志郎校長先生 副校長
６年担任 原田先生 横井先生

◦2015〜2016年度版ロータリー手帳の案内が
届きました。回覧しますので、ご希望の方は
お申し込み下さい。

ゲ

ス

ト

講師 長屋会員（ながや弁護士事務所所長）
当ロータリーよりの参加者
田中会長、青木会長エレクト、本田幹事、
紙谷会員、橋本（徹）会員、
西村職業奉仕委員長

堀委員

第2660地区パストガバナー

井上 暎夫 様

地区職業奉仕委員 高槻RC

朝倉 通憲 様

はじめに校長先生の挨拶があり、そして今
回の出前授業の経緯を私からロータリー活動
にもふれて簡単に説明しました。生徒代表の
歓迎の言葉のあと、長屋会員の講演がスター
トしました。
スライドを交えて、まず三権分立の意味、裁
判所の役割などわかりやすく説明。ときおり
質問を受けて理解を確認しながら進んでいま
した。裁判の仕組みなども興味をもって聞い
ていたようです。
そして本題の弁護士の職業について日頃の
仕事の中身を具体的に話されました。基本的
人権を守る重要な仕事であることが十分に理
解されたと思います。またどうしたら弁護士
になれるのか、裁判官になれるのかもやさし
く丁寧に話されていました。

地区職業奉仕委員 大坂城東RC 黒松 克行 様

地区職業奉仕委員会より 黒松様
（左）朝倉様
（右）

出席報告

西村委員長

阪本委員長

●会 員 数 47名 ●来
客
3名
●出席会員数 33名 ●本日の出席率 82.50％
●1月19日の出席率（メーキャップを含む）100％
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後半はクイズタイムで、全員の手が上がる
のを見て如何に集中して授業を受けているか
分かりました。質問も時間をオーバーしても
10人以上の人が手を挙げていろんなことを聞
いていました。テレビドラマの派手な弁護士
とは実際は違う事、弁護士の仕事は本当に重
要なものであることがよくわかったと思いま
す。最後に田中当クラブ会長から挨拶をして
もらい、生徒代表のお礼の挨拶で終了しました。

ニコニコ箱

山岡副SAA

◆井上暎夫パストガバナー様
卓話のお礼をニコニコ箱に頂戴しまし
た。
◆青木会員
娘が赤ちゃんを産みました。これで4人
目の孫になりました。
◆家村会員
くりーん亭の後に新しく「ピエロハー
バー」という店がオープン致しました。
この店のオーナーは劇団を持っていて、
ショーを金土日と行っています。一度
いって見て下さい。
◆井伊会員
井上パストガバナーを迎えて。

また、2月6日の炉辺談話にも多数ご参加い
ただきありがとうございました。詳細につき
ましては2月23日の例会で報告させていただき
ますのでよろしくお願い申し上げます。

米山記念奨学会委員会

◆榎原会員
パストガバナー井上暎夫様をお迎えし
て。
──────────────────
本日のニコニコ箱
31,000円
累計のニコニコ箱
788,000円

木田委員長

本日、澁谷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。

卓

話

「ロータリー創立記念日を迎えて」

次年度理事会

荻田次年度幹事

本例会終了後、次年度理事会を開催致します。

第2660地区パストガバナー
井上 暎夫 様

ご関係者の方、ご出席よろしくお願いします。

ゴルフ同好会

橋本（芳）会員

中止となっていました、第2回田中会長
杯ゴルフコンペを4/15（水）、場所ABCゴ

創立記念日は長い歴史の単なる通過点に過

ルフ倶楽部にて予定しています。案内は

ぎませんが、一寸立ち止まり過去を振り返り、

またしますが、多くの方の参加お待ちし

これから歩んで行く先を見つめる機会にする

ています。

ことも意義あることと思っております。
−3−

SUITA WEST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ

ロ ー タ リ ー が 出 来 て110年、実 は 今 日 ま で

その時、奉仕の対象の多くは戦争によって

ずっと１本道を歩んできた訳ではありません。

齎され、人を育てることにより戦争を回避し

幾つかの分かれ道があり、その都度、選択した

ようと財団奨学会は始まり、民間最大と評価

道が現在に繋がっています。

を受けておりました。しかし、後にRI創立75年

最初の分岐点は創立直ぐにやってきました。

周年の記念基金として3Hプログラムが設けら

シカゴで１業種１人、会員相互で取引をし合

れ、これが人道的プログラムの始まりで、ポリ

うクラブへの勧誘は、断られることなど想定

オプログラムもここから生まれました。ロー

外でした。ところが、ドナルド・カーターが、

タリー財団は世界からのニーズに応えるため、

自分達だけがいい目をするクラブなど長続き

未来の夢計画を策定し、今ではロータリー活

しないと断ったのです。それなら君が入会し

動の大きな柱となっております。また、現在の

定款を変えてくれと言われ入会を致します。

国際ロータリーの唯一の活動目的はポリオの

奉仕か親睦か論争の末、シカゴ市の利益推進

撲滅であり、1980年は大きな分かれ道だった

の条文が定款に加わりました。その後シェル

と思います。

ドンの加入により職業奉仕の理念が定着し今

今歩んでいる道の先は、RIとRIのロータリー

日に至っております。ロータリーが単なる親

財団が交わるのではないかと想像しています。

睦団体で終わっていたのかの最初の分かれ道

クラブの奉仕活動が財団の資金をより多く使

でした。

うようになりました。財団と重複するWCSが

ロータリーの奉仕は I SERVE ですが、次

RIから外れました。そして次年度よりロータ

に ま た 大 き な 分 か れ 道 が 現 れ ま し た。エ ド

リー特別月間が変わります。家族、ロータリー

ガー・アレンがオハイオエリアのクラブに入

理解推進、世界理解、雑誌の月間がなくなり、

会してきました。ポール・ハリスが述べてい

次の月間が設けられました。

るように、彼は障害児の支援運動をロータリー
によってより大きなものにしようとの意図を

・経済と地域社会の発展（10月）

持ったものでした。WE SERVE の考えです。

・疾病と予防（12月）

RI理事会がこの運動に人頭割寄付の計画を立

・平和と紛争予防／紛争解決（2月）

てたことにより奉仕派と理論派の対立はロー

・水と衛生（3月）

タリーの本質論に及んで別々の道を歩む最大

・母子と健康（4月）

の危機を招来しました。この危機は決議23−
24により、分裂が回避されたことはご存知の

人道的奉仕への道を急ぐあまり、ポール・

とおりです。

ハリスが説いた友情（親睦）と寛容の基盤、そ

さて、ロータリー財団はアーチ・クランフ

してロータリーの特色である I SERVE を失

の提唱により誕生しておりましたが、ポール・

い、ロータリーではない大きな奉仕団体へ向

ハリスの逝去に際し集まった寄付により活動

かっているのではないかとの思いが、単に杞

が本格化しました。

憂であればと願っております。
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