
平成２７年９月２８日 第１３９９回例会 №１３９８

会長の時間 会長　松室　利幸

　長かったシルバーウイークも終わり、皆様方にお

かれましてはそれぞれに充実した時間をお過ごし

されたことと思います。

　私は趣味の鉄道写真を撮りに山口県まで遠征い

たしておりました。ご存知の方もあるかもしれませ

んが、昭和１２年生まれの｢貴婦人｣の愛称で親し

まれる｢C571｣という蒸気機関車が６両の客車を牽

引し、山頭火が愛した｢新山口（小郡）｣を出発し、

「湯田温泉」、大内文化の香り漂う「山口」、四季

折々の情緒を楽しめる「長門峡」、山陰の小京都

「津和野」までの62.9kmを約2時間かけて、春から

秋の週末を中心に多くの人の夢を乗せて現在も

走り続けています。私がＳＬの魅力にとりつかれた

のは中学生の時でした。祖父からもらったカメラを

片手に、当時国鉄の無煙化政策のために残り少

なくなったＳＬを追い求め、北は北海道から九州ま

で時刻表を片手に友人と共に全国各地を旅したも

のです。その後全国からＳＬは一旦姿を消したの

ですが、1979年8月当時の国鉄総裁の英断と山口

の地元の方々のご尽力により、観光列車「やまぐち

号」としてＳＬが再び走り出すことになったのです。

私が再びＳＬの写真を撮るようになったのは実は

数年前のことです。実に３５年間のブランクがありま

したが、煙を吐いて力走する雄姿をカメラに収めて

いる瞬間は私にとってはかけがえのない至福のひ

と時でもあり、時空を超えたタイムマシンに乗って

いるような不思議な時間です。

　さて、次週10月5日はＲＩ第2660地区立野純三ガ

バナーの公式訪問です。年に一度当地区のすべ

幹　事　報　告
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　１０月１２日(月) 

　　　体育の日

　　　例会休会
　　

・和風鴨ロース煮、大根とｽﾙﾒｲｶの煮物
・ノルウェーサーモン照り焼
・ご飯、香の物、蜆汁

ガバナー補佐　西宮富夫様

・冷奴、温泉卵
・豚カツ（三元豚）
・ご飯、香の物、汁物

委　員　会　等　報　告

てのクラブをガバナーご自身がご訪問され、ＲＩの

方針と地区の方針を伝達される唯一の機会です。

是非皆さん、万障お繰り合わせの上ご出席頂き、

我が地区のリーダーのお話を聞き、共にロータ

リーについての見識を深めましょう。

　

次
々
週

　９月２８日(月) 

『池田市の最近の情勢』

池田市長　小南修身 様　

担当　山内　邦夫　会員
　　

　１０月５日(月) 

　ガバナー公式訪問

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区

ガバナー　立野純三様
　　

①細則検討特別委員会
　本日例会終了後、委員会を開催します。

ビ　ジ　タ　ー

ニ　コ　ニ　コ　報　告
松室　利幸　会長…
服部　潤承　幹事…

池田　吉清副会長…
ＳＡＡ一同
溝口　正孝　会員…
吉井　順子　会員…

新田　耕平　会員…
岸添　広一　会員…

大塚　信彦　会員…
奥村　雅一　会員…
乾　　禎則　会員…
子安　丈士　会員…

西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして。
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　ようこそおい
で下さいました。
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　ご苦労様です。

我等のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を迎えて。
石田さんにトッテモええもンも
らいました。又、一つ若くなっ
たかナ？
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして
ｸﾗﾌﾞ協議会欠席しました。池田
副会長ありがとうございました。
欠席
おつかれさまです！！
結婚記念日　23回目の記念日です。
誕生日・欠席・遅刻　遅くなっ
てしまい申し訳ございません。
先日の分も含んでます。

合計　32,000円 　総合計 350,500円



卓　　　話

委　員　会　等　報　告

①親睦活動・出席・歌唱小委員会
　８月３１日の移動例会は豊中市の浪曼路に
　て開催します。
　送迎バスは、
　行きは池田市役所前１７：３０発、
　市民文化会館前１７：４５発です。
　帰りのバスもあります。
　本日出欠の回覧を致します。

幹　事　報　告

ロータリアンの個々の力を動員するものの方が、ロ
ータリーの精神にかなっている」としています。こ
のように声明は、クラブが集まってやる社会奉仕の
意義を認めています。クラブが自主的に選ぶ社会奉
仕だけを推奨しているわけではないことに注意すべ
きと思います。

３．ロータリアンが集まって社会奉仕
　私が1組ガバナー補佐だった昨年、ガバナー補佐会
議で4組、8組から大阪府が実施する大和川・石川ク
リーン作戦（大和川のゴミ掃除）に参加したいとの
意見がありました。地区社会奉仕委員会は、これを
受けて地区行事として地区内各クラブに参加を呼び
かけました。大和川に面する地域や背後地域のロー
タリークラブがそろってクリーン作戦に参加すると、
ロータリーは何をやる団体か、市民にも理解しても
らえるからだと思います。私も参加する予定でした
が、残念ながら、雨で中止となりました。しかし、
多くのロータリアンが一斉に社会奉仕をする姿をい
つかは市民に見てもらいたいと思っています。
　また、インド首相が進めている「ガンジス川浄化
作戦」のようなビッグプロジェクトに世界のロータ
リアンがまとまって参加できるなら、ロータリーを
世界にアピールできるかもしれません。2012年に環
境省が公表した「アジアの水環境管理」というレポ
ートでもわかりますが、新興国では都市への人口集
中で、河川の水環境改善が重要なテーマとなってい
るからです。
　大阪では国交省大和川河川事務所が40年ほどかけ
て大和川の水環境改善に成功しましたが、環境基準
BOD5mg/Lをクリアーする最終段階では、流域住民の
協力を得て達成できたとのことです。この水環境改
善の市民参加部分だけでも、インドと日本のロータ
リーが協力できれば、ロータリーの認知度の向上に
役立つかもしれません。

４．市民が参加できる社会奉仕
　ロータリアンの職業奉仕は、職業を通じた社会奉
仕と考えますが、自分の職業を通じているため、個
人へ報酬が返ってくるので、ロータリーの認知度向
上にはあまり効果的ではないともいえます。
　一方、ロータリークラブは決議23-34に従って、毎
年地域社会に役立つ社会奉仕をする習慣ができてい
ます。この習慣は貴重なロータリーの資産だと考え
ます。その中で、特に、豊中ロータリークラブが昨
年やられた市民公開講座、最近池田ロータリークラ
ブがやられた公開特別講演会のような市民に参加し
てもらえる社会奉仕は、ロータリーを市民にアピー
ルする有力な方法と考えます。ロータリーの社会奉
仕はクラブの自主性に任されているためバラバラか
もしれませんが、認知度の向上を目指して市民に呼
びかける社会奉仕を時には企画し、これを織り交ぜ
ながら、地域に役立つ色々な社会奉仕を繰り返し行
うことが必要と考えます。

　以上のように、ロータリーの社会奉仕を通じて、
認知度の向上を図るには、大きな社会奉仕をまとま
ってやる方法と、市民に参加してもらえる社会奉仕
を企画する方法の２つがあるのではないか、と考え
ます。           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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１．立野ガバナーの方針
　立野ガバナーは「変革を！ロータリーを通じて奉
仕（プレゼント）を！」との地区方針を挙げ、具体
的事項の一つに「戦略計画委員会を作って中長期計
画を立て、活気あるクラブにしてほしい」との要望
を掲げています。
ロータリーの戦略計画には①クラブに関する項目、
②人道的奉仕に関する項目、③認知度向上に関する
項目の3つの戦略的重点項目が挙げられております。
　私は2013-14年度地区社会奉仕委員長を務めさせて
いただきましたので、社会奉仕を通じたロータリー
の認知度向上に関して少し思うところを述べさせて
いただきます。

２．ロータリーの社会奉仕 
　社会奉仕というと、「社会奉仕に関する1923年の
声明」が有名ですが、90年程前、ナッシュビルRCが
「社会奉仕に関する声明（決議23-34）」を国際大会
に提案し、これが大会で採択されて以来、世界のロ
ータリークラブは毎年何らかの社会奉仕をしていま
す。しかし、ロータリーの認知度は向上しませんで
した。
　この声明は、ロータリーの社会奉仕は、クラブが
「自主的に選ぶことについて絶対的な権利を持って」
おり、RI（地区も含むと思いますが）は、「どんな
クラブのどんな社会奉仕活動にせよ、それを命じた
り禁じたりすることは絶対にしてはならない」とし
ています。このため、社会奉仕はクラブごとにやる
ことになりますが、結果としてクラブがバラバラに
勝手にやっている形となります。
　当時、アメリカでは社会奉仕活動が大変活発だっ
たようで、この社会奉仕を重視しすぎることに異議
を唱え、ロータリーの綱領から社会奉仕を削除すべ
しという主張も現れました。その結果、ロータリー
の分裂騒ぎも起こり、実際1917年ライオンズクラブ
が分裂しました。そういう状況を踏まえ、声明は社
会奉仕を沈静化させるため、クラブごとに自主的に
やる形をめざしたのではないか、と思います。
　もちろん、声明は多くのクラブがまとまってやる
社会奉仕を否定しているわけではありません。たと
えば、最後の部分には「クラブがひと固まりとなっ
て行動するだけで足りるような事業よりも、全ての

「ロータリーの認知度向上について」
　　　国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区1組　
ガバナー補佐　西宮　富夫様（箕面RC）

 



　　　　　　　　　　　　
 　

第　１　回　ク　ラ　ブ　協　議　会　   

 司会　　服部　潤承　幹事

開会　挨拶 

ガバナー補佐　挨拶  

各　　委　　員　　会　　報　　告

　　　　　　２０１５年９月１４日（月）　17：00～

　　　　　　　　 於）　池田市民文化会館　コルネット 

クラブ奉仕委員会  

　親睦活動・出席・歌唱小委員会 
 
　プログラム・会報広報雑誌小委員会 
 
　職業分類・会員選考増強小委員会 
   
職業奉仕委員会 
 
社会奉仕委員会 
 
国際奉仕委員会 
 
　ロータリー財団小委員会

　米山奨学小委員会 

青少年奉仕委員会
  
クラブ研修リーダー
  
ＳＡＡ  
  
地区委員会 
 
　地区米山奨学委員会　　
　　　
　地区社会奉仕委員会 

　地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会  

池田　吉清　委員長

岸添　広一　委員長（欠席）

中西　博之　委員長

内村　昭　　委員長（欠席）

岡本　厚　　委員長（欠席）
 
吉井　順子　委員長 

正岡　哲　　委員長
 
新田　耕平　委員長
 
大塚　信彦　委員長 

加藤　光祥　委員長 

長嶋　貞孝　リーダー
 
溝口　正孝　役員 
  

田中　隆弥　副委員長 

服部　潤承　委員
  
青井　秀浩　委員  

松室　利幸 会長
 
西宮　富夫 ガバナー補佐 

総評 

閉会　挨拶

西宮　富夫　ガバナー補佐 
 
池田　吉清　副会長  
 



出　席　報　告

前々々例会　８月２４日分のメークアップ
石田　　会員　　８月２６日　池田ロータリークラブ例会出席
新田　　会員　　８月２６日　ワールド大阪ﾛｰﾀﾘｰＥクラブ例会出席　
田上　　会員　　８月３１日　軽井沢ロータリークラブ例会出席

西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして。
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　ようこそおい
で下さいました。
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　ご苦労様です。

我等のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を迎えて。
石田さんにトッテモええもンも
らいました。又、一つ若くなっ
たかナ？
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして
ｸﾗﾌﾞ協議会欠席しました。池田
副会長ありがとうございました。
欠席
おつかれさまです！！
結婚記念日　23回目の記念日です。
誕生日・欠席・遅刻　遅くなっ
てしまい申し訳ございません。
先日の分も含んでます。

松室　利幸　会員…
服部　潤承　会員…

池田　吉清　会員…
ＳＡＡ委員一同
溝口　正孝　会員…
吉井　順子　会員…

新田　耕平　会員…
岸添　広一　会員…

大塚　信彦　会員…
奥村　雅一　会員…
乾　　禎則　会員…
子安　丈士　会員…

1398 回 1395 回

Ａ 会員数 34 名 34 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 27 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 8 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 19 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 4 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ ８７．５０％ ８３．８７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年9月14日 2015年8月24日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

合計　23,000円 　総合計 211,500円

Ｐ５　　第１回クラブ広報委員長会議報告
　　　　(中西委員長 出席）

Ｐ６～７　第１回地区献血報告
　　　　(社会奉仕委員会 服部潤承委員、
　　　　地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会 青井秀浩委員 出席）

Ｐ８　　学校等/地区委員会意見交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ報告
　　　（地区米山奨学委員会 田中隆弥副委員長
　　　　今井会員の奥様 大阪大学教育推進部学生
　　　　交流推進課　今井京子課長 出席）

Ｐ９　　クラブ米山奨学委員長、会長ｴﾚｸﾄ、幹事、
　　　　カウンセラー研修会報告
　　　（松室会長 出席）
　　地区米山奨学委員会　田中隆弥副委員長の　
　　記事が掲載。

　　　ぜひご一読ください。

http://club.ri2660.gr.jp/month/data/09/ri2660
_monthlyletter_2015-2016_vol3.pdf

米山奨学生　韓　  妍嬌 様

4
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　　　　　　「虫の声」

あれまつむしが　ないている
チンチロチンチロ　チンチロリン
あれすずむしも　なきだして
リンリンリンリン　リインリン
あきのよながを　なきとおす
ああおもしろい　むしのこえ

キリキリキリキリ　こおろぎや
ガチャガチャガチャガチャ　くつわむし
あとからうまおい　おいついて
チョンチョンチョンチョン　スイッチョン
あきのよながを　なきとおす
ああおもしろい　むしのこえ

①本日１７：００より、第１回クラブ協議会を開
　催しました。
②地区米山奨学委員会より、豊中南ロータリーク
　ラブの１０月１日の例会での卓話の依頼が届い
　ております（田中直前会長宛）。
③地区米山奨学委員会より、大阪城東ロータリー
　クラブの１０月９日の例会での卓話の依頼が届
　いております（田中直前会長宛）。
④本日１０月度の例会出欠の回覧を致します。
⑤赤い羽根共同募金におけるバッヂ募金について
　回覧致します。バッヂは１個５００円です。
⑥地区米山奨学委員会より、米山奨学生レクリエ
　ーションの案内が届いております（会長、田中
　直前会長宛）。
⑦箕面ロータリークラブより、７ＲＣ親睦ゴルフ
　大会の案内が届いております（会長、幹事宛）。
⑧ロータリー米山奨学生学友会（関西）より、秋
　懇親会の案内が届いております（会長、田中直
　前会長宛）。
⑨クールビズは、今月末までです。
⑩池田ロータリークラブより、公開特別講演会
　（移動例会）出席のお礼が届いております。

ガバナー補佐　西宮富夫様

ビ　ジ　タ　ー

①細則検討特別委員会
　本日例会終了後、委員会を開催します。

ロータリー用語便覧より

●識字率の向上

ロータリークラブは、地域及び世界の識
字率を高めるよう奨励されている。地域
内のあらゆる人が、一般的に言って幸福
に暮らすために読み書きの能力が重要で
あること、また、地域の識字水準が生活
水準に直結することについて、すべての
ロータリアンの理解を深めること；地域
社会で、または他国の地域社会で識字率
向上の必要性に取り組むプロジェクトに
着手するよう全クラブに奨励されてい
る。

９月は「ロータリーの友」月間であると
ともに、「基本的教育と識字率向上」月
間です。

委　員　会　等　報　告

「ガバナー月信９月号」より

国際ロータリー第２６６０地区

委　員　会　等　報　告


