
　今月は基本的教育と識字率向上月間です。

　識字率向上月間の制定は、1997～98年度のグレン

・W・キンロスRI会長が「貧困からの脱却は識字率

の向上にある」とされ、世界のロータリアンに識字

率の向上運動を強く呼びかけられたことに端を発し

ます。

　まず、グレンRI会長は「ライトハウス（灯台）作

戦」と名付けた発展途上国の10億人に識字能力向上

を推進するキャンペーンを展開されました。この名

称の意味は「灯台が安全な航路を示すように、識字

を通じて人々に歩む道を示すこと」でありました。

　また、語学教育にCLEプロジェクト（Concen-

trated Languages Encounter;語学力集中研修講座）

を用い、識字率と計算力向上プロジェクトチームを

設置しました。

　2008～09年度李東建RI会長はRIテーマを「夢をか

たちに～Make Dreams Real」と策定されました。世

界の子供たちに「たくさんの夢」を叶える思いの表

れです。世界中の５歳以下の子供たちが毎日３万人

死亡しています。世界の非識学者の３分の２が女性

であり、母親となる女性が充分な教育を受けられな

いために、死亡率の低下を見ることができないと言

われています。

　この死亡率を少しでも低下させる活動に重点を置

き、綺麗な水の確保、保険と飢餓救済と識字率の向

上が挙げられています。
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『寄付金について～ふるさと納税』
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松本進也ガバナーをお迎えして

　10月3日は移動例会です!!

場所は池田市畑1-18-17の佛日寺。

時間は18時から服部ご住職のご指導により座禅を経

験していただきます。18時半会館に移動し例会開

始。手作り和食に舌つづみをうった後は屋上に登り

池田市の夜景を眺めます。但し天空の月は心の眼で

鑑賞してくださいね。

①1組フレッシュロータリアンセミナーの出欠回覧

を致します。

②10月3日の移動例会の出欠回覧を致します。

③本日例会終了後、次々年度会長指名委員会を小

会議室にて開催します。

幹　事　報　告

　国際ロータリー第2660地区

　ガ バ ナ ー　松本　進也　様（大阪北ＲＣ）

　副代表幹事　田中　眞人　様（大阪北ＲＣ）

ビ　ジ　タ 　ー

ようこそ、池田くれはロータリークラブへお越しく

ださいました。

職業奉仕委員会より



　

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

【2016-17年度 RI会長方針】
　それでは、国際協議会でRI会長によるRI会長テーマの

説明の4分程度の講演映像がありますので、ご覧ください。

　　 RI会長講演映像「アインシュタイン」　4分間

改めまして、2016-17年度RI会長テーマは、

“Rotary Serving Humanity”-人類に奉仕するロータリ－-

であります。 

これは、「『人類への奉仕』という大きな目標に向け、

リーダーシップを持ちうる会員を増やし、ポリオ撲滅を

はじめ『世界でよいことをする』ため伝統を継承しよ

う。」という意味であります。

また、国際協議会で強調されたことが3点あります。

第一に、2016-17年度はロータリー財団100周年の記念す

べき年にあたることでした。

第二に、2018年のポリオ撲滅目標年を控え、ポリオ撲滅

についても強い言及がありました。

最後に、会員増強であります。ロータリー精神を有し、

リーダーシップを兼ね備えた人材を必要とする。とのこ

とでありました。当方も全てを具体的目標に組み入れ、

運営の要として参ります。

【本会議場看板】
この国際協議会の本会議場であるメインホールに掲げら

れた看板は従来“ Enter to learn, Go forth to serve”

「入りて学び、出でて奉仕せよ」でありましたが、3年前

より“JOIN LEADERS, EXCHANGE IDEAS，TAKE ACTION”と

なっておりました。より自発的そして、活発なロータ

リー活動が求められていると感じた次第であります。

【記憶により残る方法】
2008年の会長エレクトセミナー時に戸田パストガバナー

から「記憶に留めるより良い方法」として「聞いただけ

では20％、見ただけでは30%の理解が、見て聞いた結果は

50%になる」と講義を受けました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

卓　　話 ご講義の中で「知識や概念を出来るだけ多く記憶に留ま

るよう助長するために、情報の提供方法を考慮しなけれ

ばならない」という教えが大変印象的でありましたの

で、当方も今後、補助手段として紙媒体を使用いたしま

す。本日の内容は、貴クラブの活動計画書や週報にてご

覧頂きますようお願いいたします。 

【2016-17年度 第2660地区ガバナー方針】
さて、先程申しましたRI会長テーマを受け、第2660地区

2016-17年度ガバナー方針を

 “The Ideal of service”－ロータリーの根幹精神－と定めま

した。当該方針はロータリーの目的(以前は綱領と呼称)

の第三項にも記載されています。

1920年、東京に我が国最初のロータリークラブを設立し

た米山梅吉氏は、‘The Ideal of service”の日本語訳

の際、「奉仕の理念」ではなく、敢えて「サービスの理

念」とされました。日本語の「奉仕」は自己犠牲の意味

合いがあまりにも強く、”service“の本来の意味と合致

しないからです。

日本のロータリークラブの祖である米山氏の意を汲み、

当方も原語をガバナー方針に採用した次第です。

この「奉仕」と”service”の違いにつきまして、図にて

ご説明いたします。

＊奉仕 ＝　一方的行為
矢印は個人から社会への一方向のみで、日本語では自己

犠牲の意味合いが大きいです。

*service＝　相互的行為
矢印は個人と社会を循環しています。

個人から社会へは「自己の成果を提供・還元」し、結

果、社会から個人へ「恩恵」が供給されます。

「2016-17年度 RI会長テーマ及び第2660地区ガバナー方針」

　　　2016-17年度 ガバナー　松 本  進 也　様

   

社会

個人

自己犠牲

奉仕 ＝ 一方的行為

社会

社会

自己の言動の
成果を提供・
還元

個人

service = 相互的行為

この図式をロータリー活動の際、常に当てはめて考えて
頂きます様、周知をお願い申し上げます。

【2016-17年度 第2660地区具体的目標】
2016-17年度の第2660地区における具体的目標を次の5項
目と定めました。

１．“The Ideal of service”の基本理念の周知と実践
２．ガバナー月信のペーパーレス化によるITの促進
３．ロータリー財団100周年、ポリオ撲滅
４．戦略計画の推進　
５．IM再編成



　　　　　　　　　　　　
 　

１.“The Ideal of service”の基本理念の周知と実践
この基本理念を第2660地区会員全員に周知し、その精神

に基づいた地区活動・クラブ活動を推奨いたします。こ

の実践的意味はロータリアンの活動が真に社会に役立つ

ものであり、活動及び成果が継続性を有し、相互的に享

受し合えるものである。ということであります。

２．ガバナー月信のペーパーレス化によるITの促進
当方年度より、紙媒体によるガバナー月信を停止し、第

2660地区のホームページに掲載し、また、メール配信と

いたしました。

この移行には三つの利点があります。第一にIT化の促

進、第二に地区活動費の充実です。第三に最大の特色と

して、今まではクラブ毎に一定数購入し、閲覧や配布を

しておりましたが、本年度からはネット環境がある全て

の皆様がご都合の良い時に随時ご覧頂けるということが

挙げられます。

３． ロータリー財団100周年のお祝い、ポリオ撲滅
今年度はロータリー財団創立100周年の記念すべき年で

あり、RIは我々へ「100周年のお祝い」を呼び掛けてい

ます。お祝いとは所謂お祭りではなく、財団が過去、RI

と共に世界で成し遂げた功績を改めて振り返り、財団に

ついての理解・参加・寄付を推進すること。とのことで

す。よって、補助金を使った事業の立案や例会で財団関

係の卓話をして頂くなど、ご検討頂きたく思います。

また、RI会長は様々な奉仕活動の中で、特に重要である

のがポリオ撲滅であると評されています。

国際協議会でRI会長によるポリオについての5分程度の

講演映像がありますので、ご覧ください。

　　　RI会長講演映像「ポリオ」　　　5分間

人類の悲願であるポリオ撲滅が達成されれば、人類史上

撲滅された病としては天然痘に続き、2番目となりま

す。今、善いことをすれば、後世により良い世界を遺す

ことができます。皆様のご理解をお願いします。

　　　

４．ロータリー戦略計画の推進　
今年度も引続き、戦略計画を強く推し進めます。戦略計

画の三本柱は

　　１)  クラブの活性化とサポート

　　２)　人道的奉仕の重点化と増加

　　３) 　公共イメージと認知度の向上　　

であります。

戦略計画は「親睦」、「高潔性」、「多様性」、「奉仕」、

「リーダーシップ」の5つの観点を軸としています。

先程の3本柱にはそれぞれゾーンごとに担当制であり、

本年度、当地区からは3人の方が選抜されました。

まず、横山PGはロータリー公共イメージコーディネー

ターとして公共イメージと認知度の向上を地区、クラブ

に浸透する役割を担われます。

次に、高島PGはロータリーコーディネーター補佐とし

て、「クラブの活性化とサポート」を、溝畑学友委員長

はロータリー財団地域コーディネーター補佐として、第2

項目の「人道的奉仕の重点化と増加」につき、活動頂き

ます。RIは戦略計画の推進を奨励事項としております。

当地区も更なる推進を目指します。

５．IM再編成
昨年12月5日の地区大会決議第8号にて「IMの在り方を決

議する件」が採決され、2018-19年度の山本G年度を目処

に、時代にあったIM再編成やガバナー補佐の選出方法を

実行することとなりました。

当方年度は準備年度としての役割を果たし、片山G年度に

継承できるように尽力いたします。

9月24日に開催されます地区決算決議会にて両案が決議予

定です。

【2016-17年度の年次寄付等年間目標】
当方年度の年次寄付等、年間目標を次のように定めました。

1. 年次寄付　　　　　1名あたり $160

2. ポリオ撲滅　 　　 1名あたり　$60      計$220

3. ベネファクター　　各クラブ1名

4. 米山奨学金　　 　 1名あたり 30,000円

5. 会員増強　　　　　1クラブ純増2名

まず、年次寄付を1名あたり $160、 ポリオ撲滅に 1名あ
たり　$60の 計$220とさせて頂きます。

これは、ロータリー財団100周年の記念すべき年にあた

り、RI会長の通達に「過去最高額の寄付の奨励」があ

り、また、国際協議会講演でもポリオ撲滅の実現を強調

されたからです。

そして、ベネファクターを各クラブ1名　といたしました。

     

米山奨学委員会では、本年度より「複数世話クラブ制度」

を全国に先駆けて実施します。

この画期的な制度の推進の原動力となるべく、米山奨学

生の寄付目標を直近3年間同様、一人当たり30,000円と

いたしました。

　　　　

最後に会員増強を1クラブ、純増2名といたしました。

第2660地区でも会員数の減少が危惧されております。

本年度の会員増強はRIが求めている数値は地区全体で

3%増であります。よって、本年度第2660地区目標は各ク

ラブ純増2名といたしました。

増強方法の選択肢として、若年層でより経済的負担の掛

からない衛星クラブの設立や女性会員の加入があります。

通常の増強に、このような視点を変えた増強方法も候補

に入れて、目標純増2名を達成して頂きたく存じます。

　　　



出　席　報　告

前々々例会　8月22日分のメークアップ
　　　な　し

1440 回 1437 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　4 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 22 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 4 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％ ８７．１０％ ８６．６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2016年9月12日  2016年8月22日

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

 4

国際奉仕委員会事業について 

　　　　　　 合 計　53,000円　 累 計　420,000円　　　

（卓話続き）

【2016年規定審議会】　
2016年4月10日-15日　シカゴにて、2016年規定審議会

が開催されました。

当地区からは横山守雄規定審議会代表議員がご出席さ

れ、5月21日の規定審議会報告会にてご報告賜りました。

今回の決定事項は入会金や例会頻度等、各クラブへよ

り多くの裁量権と自治権を与えるドラスティックな内

容でした。

しかし、ロータリーの目的の第3項であり、当方のガバ

ナー方針でもある“The Ideal of service”、このロー

タリーの本質は変わっていないことをご承知おき頂き

たく存じます。

また、斉藤RI理事より、本年の11月30日からのロータ

リー研究会にて本件につき、統一見解を出すと承りま

したので、ロータリー研究会後、皆様にもご報告いた

します。

【我々の最終到達点】
また、RI会長はご講演の中で、我々ロータリアンを

「ロータリーチーム」と呼びました。

そこで当方は我々を「チーム2660」と呼ぶことといた

しました。

先人が築き上げられたこの伝統ある第2660地区を更に

飛翔させるのは皆様の力の結集であります。

クラブと地区、学友会との交流による「相互的行為」

を皆様自身も常に念頭におかれて、第2660地区3650人

が「チーム2660」として一丸となり、日本34地区を牽

引する地区となることを願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【地区大会PR映像】
それでは最後に12/9-10に行われます、地区大会のPR映

像をご覧いただきますが、このPR映像に、当方から一

言付け加えさせて頂きます。

地区大会で祝能を披露頂く、能楽師である当クラブの

大槻文藏会員が7/15、人間国宝に認定されました。こ

のPR映像作成後に認定の一報が入りましたので、僭越

ながら申し添えさせて頂きました。それでは5分程度と

なりますので、ご覧ください。

　　地区大会PR映像　　5分40秒

以上を持ちまして、公式訪問の卓話とさせて頂きます。

最後になりましたが、貴クラブの更なるご発展と会員

の皆様のご健康とご多幸を祈念申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。　　　　　　以　上

 

新谷　秀一　会員 …

松室　利幸　会員 …

高橋　仁　　会員 …

乾　　禎則　会員 …

岡本　厚　　会員 …

服部　潤承　会員 …

吉井　順子　会員 …

溝口　正孝　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

新田　耕平　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

今井　卓哉　会員 …

高原誠一郎　会員 …

子安　丈士　会員 …

沢田　武司　会員 …

坂田　妙子　会員 …

ガバナー訪問ご苦労様歓迎致します。

松本ガバナーをお迎えして。

ガバナーをお迎えして。

松本ガバナーをお迎えして。
24回目の結婚記念日です。ありがとう
ございます。

欠席おわび

松本進也ガバナーをお迎えして。

敬老の日　皆さま??おめでとうござい
ます!!

国際ロータリー第2660地区　
ガバナー松本進也様をお迎えして
ご活躍される事期待いたします。

昭和13年9月12日生ガバナー訪問の今
日78才の誕生日です。Happyです。

松本進也ガバナーをお迎えして　御指
導の程よろしくお願い申し上げます。

松本ガバナーをお迎えして。ロータ
リーの友掲載 プログラム・会報広
報雑誌小委員会の皆様ありがとうご
ざいました。

松本ガバナーをお迎えして!!

松本ガバナーをお迎えして　昨日息子
の野球チームが3回戦突破しました。
次もガンバレー

松本ガバナーをお迎えして

国際ロータリー第2660地区ガバナー　
松本進也様　副代表幹事田中眞人様を
お迎えして

欠席おわび　
まつりではお世話になりました。

松本ガバナーをお迎えして。

松本ガバナーをお迎えして　今後共宜
しくお願い致します。

　　　　　

ニ   コ   ニ   コ   報   告

秋のRYLAセミナー

　大阪アーバンRC尾崎様が、秋のRYLAセミナーの

インフォメーションに来られました。テーマは

「突破力」で、10月8日(土)～10月10日(月・祝)、

奈良県内 明日香地区研修所にて開催されます。

よろしくお願い致します。

職業奉仕委員会より

　平成28年7月30日（土）、31日（日）17：00～

22：00、石橋駅前公園にて「市民カーニバル石橋ま

つり」が開催され、引き続き、8月27日（土）14:00

～22:00、池田小学校にて池田市夏の市民まつり

「いけだ・いらっしゃいフェスティバル」が開催さ

れました。各種ステージイベントや池田くれはＲＣ

をはじめ多くの夜店が出て、大変賑わいました。

　池田くれはRCは、能勢酒造株式会社（会員）のサ

イダーと当クラブオリジナル商品「ふくちゃんカス

テラ」の焼きたてを販売いたしました。イメージ

キャラクターふくまるくんを型どったものでありま

す。「何事も丸く収まる世の中になり、皆に福が訪

れるように」と願いを込めて、焼いて販売いたしま

した。行列ができるほどの盛況ぶりで、20時には完

売いたしました。お買い上げのお客さまには、漏れ

なく、池田くれはRCネーム入りのパステル爪切りを

プレゼントいたしました。石橋・池田に出店しての

利益は、RI2660地区の災害復興基金にいたします。

　今回の奉仕に、委員会の枠を超え、準備の段階か

ら献身的にかかわっていただきました多くのロータ

リアンに満腔の謝意を申し上げます。

　　　　　　　社会奉仕委員会　委員長　服部潤承

藤原　史郎　会長 …

田中　隆弥　幹事 …

岸添　広一副会長 …

松本進也ガバナーをお迎えして。

国際ロータリー第2660地区　
ガバナー松本進也様　
副代表幹事田中眞人様 をお迎えして。

松本進也ガバナーをおむかえして。

（ニコニコ報告続き）


