
　もう12月に入ってしまいましたが、11月はロー

タリー財団月間です。

　財団の使命は、「ロータリアンが、健康状態を

改善し、教育への支援を高め、貧困を救済するこ

とを通じて、世界理解、親善、平和を達成できる

ようにすること」です。

　財団は、この使命に基づいて、クラブと地区に

補助金を提供し、ポリオ撲滅や平和の推進といっ

たグローバルな取り組みを展開してきました。勿

論、クラブ、会員、寄付者の方々からの支援なし

には補助金も世界的なキャンペーンも実現できま

せん。財団への継続的な支援が重視されるのはこ

のためだと思われます。

　財団活動に参加するメリットは、補助金を使っ

て奨学金を提供したり、職業研修チームを派遣す

ることに留まりません。財団活動をきっかけにロ

ータリーを知った人が入会することや、ロータリ

ーが地域社会や世界にもたらす恩恵を見て心を動

かされ、それまで以上に積極的になる会員もある

でしょう。

　このような活動への共感が、さらなる参加や

寄付につながる様、会長としても願うところで

あります。

四つのテスト
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回
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回

　  平成29年12月4日 第1491回例会　№1490

新田　耕平会員　昭和23年11月25日

池田　吉清会員　昭和23年11月29日

高原誠一郎会員　昭和38年11月30日

新谷　秀子様　　昭和13年11月 1日

國司　悦子様　　昭和48年11月28日

10月のお誕生日お祝い

12月11日(月)

担当　藤原 史郎 会員

「最後の10年を最高の10年に」

プログラム・会報広報雑誌小委員会
担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会

　　　

   

11月のお誕生日

会長の時間  　　会長  岸添広一

～月間によせて～

和牛ステーキ
海老フライ、サラダ
ごはん、香の物、みそ汁

※1　RI会長代理とは
各地区大会には毎年、RI会長が任命する会長代理が出

席します。会長代理は、講演や交流を通じて、地区内

のロータリアンにインスピレーションと意欲を与え

ます。

※2　規定審議会とは
3年に1度開催される規定審議会では、ロータリーの組

織規定に変更を加える制定案と、RI理事会の見解を表

明する見解表明案について審議と投票が行われます。

次回の規定審議会は、2019年4月の開催が予定されて

います。

（MYROTARYより）　

12月18日(月)

「髪について」

担当　奥村 雅一 会員

小鉢（柿なます、きんし玉子）
お造り、天ぷら
ごはん、香の物、豚汁

「クリスマス家族移動例会」

幹　事　報　告

①大阪東ロータリークラブより、地区大会への参

  加のお礼が届いております（会長、幹事宛）。

②地区より、クラブ戦略計画委員会に関するアン

  ケートのお願いが届いております（会長宛）。

③地区ガバナー、ガバナー指名委員会委員長より、

  茨木ロータリークラブの簡仁一氏がガバナーノ

  ミニー・デジグネート候補者に指名された宣言

  通知が届いております（会長宛）。

④米山奨学生学友会（関西）より、忘年会の案内

　が届いております（田中委員長宛）。

⑤ロータリー米山記念奨学会より、奨学生の鄭芝

　エイさんに奨学生証が届いております。



ロータリー米山記念奨学会より、奨学生証が届き

ました。

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　 鄭　芝ｴｲ 　様

ニ  コ  ニ  コ  報  告

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

田中　隆弥副会長 …

藤原　史郎　会員 …

服部　潤承　会員 …

高原誠一郎　会員 …

松室　利幸　会員 …

吉井　順子　会員 …

高橋　　仁　会員 …

今井　卓哉　会員 …

山内　邦夫　会員 …

新田　耕平　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

青井　秀浩　会員 …

東浦　　敬　会員 …

奥山　祐治　会員 …

富田　博文　会員 …

長嶋、岸添、加藤、
岡本、沢田、乾会員…

吉井会員、こども移動動物園の立
派なすばらしい写真ありがとうご
ざいます!!

7RCゴルフコンペならびに同好会
親睦ツアーお疲れ様でした。もっ
とアプローチの練習をしてチャッ
クウィルソンとおさらばします。

吉井さん、写真ありがとうござい
ます。

吉井さん、写真ありがとうござい
ます。

吉井会員、移動例会の写真ありが
とうございます。

ゴルフ同好会、長嶋先生、沢田さ
ん、乾さん大変お世話になりまし
た。とても楽しかったです。吉井
さん移動動物園の写真ありがとう
ございます。

吉井さん、写真ありがとうござ
いました。

山陰3県へ旅行してきました。

永い間欠席すいません。来年5月
に梅田芸術劇場におきまして東宝
ミュージカル「メリーポピンズ」
にうちの奥さんの兄のコング桑田
がブーム提督、頭取役で出演いた
します。ぜひ観に行ってください

ゴルフ同好会、長嶋様、沢田様、
乾様、親睦ゴルフツアーでは大変
お世話になりありがとうございま
した。お天気も良く最高の2日間
でした。

吉井さん写真いつもありがとうご
ざいます。

吉井さん写真ありがとうございま
した。

タイムは凡庸ですが、大阪マラソ
ン完走しました。ロータリークラ
ブ万歳　動物園写真のお礼も
ありがとうございます。

おつかれさまです!!

吉井さん写真ありがとうございま
した。楽しい時間がよみがえって
きました。
23日、娘の七五三でした。

吉井さん写真ありがとうございま
した。
ゴルフ同好会お疲れ様でした。

先週は検査入院をしていました。
健康第一ですね。

7RCゴルフコンペ団体優勝しまし
た。4年ぶりです。

合 計　27,000円　 累 計　503,000円

ガバナー月信より

●12月号推奨記事

P1　　ガバナーメッセージ
　　　疾病予防と治療月間によせて

P3　　ガバナーノミニー指名宣言
              2020-21年度国際ロータリー第2660地区ガ

　　　バナー候補に、茨木RC 簡仁一氏が指名さ

　　　れています。

P5　　米山奨学生レクリエーション 報告
　　　 田中隆弥地区米山奨学委員長の記事です。
　　　田中　隆弥　地区米山奨学委員長　出席

　　　坂田妙子米山奨学生カウンセラー　出席

　　　吉井順子米山奨学生カウンセラー　出席

　　　米山奨学生　鄭芝エイさん　出席

　　　米山学友　　鍾允順さん　　出席

　　　米山学友　　韓妍嬌さん　　出席

P12～13　　九州北部豪雨災害義損金
　　　　　　RI2700地区からのお礼とご報告

P14　　米山奨学委員会／ロータリー財団
　　　米山功労者

　　　山内邦夫会員（8回目）

P18　　2017年10月度 会員数・出席報告
　　　我クラブは、10月第1例会で補正出席率

　　　100％を達成いたしましたので、10月度

　　　平均出席率は、94.44％で、IM1組の中で

　　　は一番高い出席率となっております。

P20　　MYROTARY登録状況
　　　我クラブは、61.3％にアップしました。



親睦ゴルフツアー報告

　11月25、26日の2日間久美浜へゴルフ同好会メ

ンバーで一泊二日のゴルフツアーに行きました。

 参加人数9名で、久美浜カンツリークラブにて2R

行い、2日とも晴れに恵まれました。

1日の優勝者は岡本 厚会員で、2日目の優勝者は

今井 卓哉会員でした。

　宿泊先  漁師の宿「ちどり」では 蟹料理を堪能

しました。

　また、沢田幹事の運転でレンタカーを借りての

移動でした。

  お疲れ様でした。ありがとうございました。

ゴルフ同好会より

●ロータリーの友10月号推奨記事

《横組み》
P7～14　　特集　米山月間
　今年は、ロータリー米山記念奨学会が、財団設立

　50周年を迎えました。設立当時の1967年に年間59

　人だった奨学生数は、今では800人、これまでに

　累計125の国と地域から19,808人を支援していま

　す。P8～9は、現在世界で活躍されている米山学

　友（元米山奨学生）のご紹介です。P10～11は、

　財団設立から50年の主な出来事が書かれています。

　P13は、地区別寄付額・功労者数・奨学生数の一

　覧になっており、いずれも第2660地区は非常に高

　い数字です。

P28　　　 日本のロータリー100周年を迎えるにあたり
　東京ロータリーが2020年10月に創立100周年を迎

　えます。すなわち、日本にロータリーが誕生して

　100周年です。100周年のお祝いに向けてこれから

　どうしていくか、実行委員長がプランを練ってお

　られるという記事です。

P28　　　パズルdeロータリー
　テーマが決まっているクロスワードパズルです。

　ちょっとした脳トレとともに息抜きになります。

　先着10人には景品が当たります。

《縦組み》
P22～30　　ロータリーアットワーク
　さまざまな形でロータリークラブが、奉仕活動を

　されています。「地域のお年寄りを新幹線に招待」

　や「高校生のための面接実践講座」など、ちょっ

　とユニークな支援や、「タイの子供たちにランド

　セルを寄贈」や「ラオスとカンボジアの小児病院

　を支援」などグローバルな支援、「東ちづるさん

　を迎え希望の風チャリティー講演」といった公共

　イメージ向上のための支援もありました。

★第2660地区内のクラブの掲載をご紹介します。　
Ｐ20～21　 俳壇、歌壇、柳壇

俳壇    東大阪東RC　溝畑　正信　様

柳壇　　大阪西RC　　鴨谷　瑠美子様

　今号は、第2660地区の記事掲載が少なく、藤田弘

道ロータリーの友代表委員（大阪東RC）が残念がっ

ておられました。

ぜひ、投稿してください。「声」「私の一冊」「俳

壇歌壇柳壇」は、気軽に記事を送れますよ!!

ロータリー知識クイズ　解答
（前例会で配布した問題の解答です）

1～24までは〇　　　25～40までは×

25.×　　 毎年開催

26.×　　 6代目のアーチ・クランプ会長が「基金」

          を設立し、1928年に「ロータリー財団」

          と名付けられた。

27.×　　 1935年初来日

28.×　　 フィリピン・マニラ

29.×　　 二人である。

　　　　  1968年～69年　

          東ヶ崎　潔（とうがさき・きよし）氏

　        東京RC

          1982年～83年  

          向笠 廣次（むかさ・ひろじ）氏

        　大分・中津RC

30.×　　 公式用語である。国際ロータリーは英

          語以外の言語によるロータリー出版物

      　  の内、クラブと地区にとっての基本的

          な情報にかかるものは、日本語、ポル

          トガル語、スペイン語、フランス語、

          ドイツ語、韓国語、イタリア語、スウ

          ェーデン語の解釈と配布の費用を支弁

          することを推奨している

31．×　  決まっていない。

32．×　  できる　

33．×　  できる

34．×　  休会ではなく出席免除が認められる。

　　　　  但し、年齢とロータリー歴の合計が85

          歳以上に加え、RC在籍年数20年以上が

          必要である。出席規定を免除されたい

          希望を書面をもって幹事に報告し理事

          会で承認される必要がある。

35．×　　国際ロータリーの会員ではない。

36．×　　役員である

37．×　　決議はしない

38．×　　20名必要（2004年の規定審議会でそれ

　　　　　まで25名必要であったが、20名となっ

　　　　　た）

39．×　　3年毎に開催

40．×　　職業奉仕に相応しい短い倫理規定とし

　　　　　てロータリアンではない人達や職業人

　　　　　にもこの「四つのテスト」を、全ての

　　　　　取引の指針とするよう勧奨している。

（ロータリー情報マニュアルより抜粋引用）

國司 真相会員  昭和47年12月 5日

冨田 直美　様      　  12月12日

今井 京子　様          12月16日

新田 真理子様          12月29日

12月のお誕生日



 　
　

 前々々例会 10月30日分のメークアップ　　　

  乾会員　11月11日 RI第2660地区2017-2018年度地区大会　出席

     

1490 回 1487 回

Ａ 会員数 31 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 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 24 名 22 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ９３.３３％ 　９０.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年11月27日 2017年10月30日

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

2

国際奉仕委員会事業について 

 

　

  

　

出　席　報　告

　

9月の結婚記念日

　今日はクラブフォーラムです。

　そこで在歴ほぼ3年前後の会員を対象に話をさせ

ていただきたいと思います。

　皆さん方は近い将来、クラブにおいて委員長や

幹事そして会長、副会長を経験される方ばかりと

思っております。既にクラブの理事・役員として、

また地区の委員として活躍頂いている会員もおら

れます。そこで今日はクラブ幹事について話をし

たいとおもいます。

　ロータリー関連の情報誌やマニュアルには「幹

事とは」と解説されておりますがサラッと役目が

書いてありまして総務的、事務的な仕事が主流と

思われがちです。もちろんそういった面は確かに

ありますが、少し見方を変えて話をしてみたいと

思います。

「郵便ポストが赤いのも、電信柱が高いのも、こ

れからは全て幹事の責任と思え。この気持ちで取

り組んでください。」　

　これは私が地区協議会の幹事部門で当時担当で

あった熊沢忠躬パストガバナー（当時 守口RC）か

ら受けた最初の言葉でありました。もう20年も前

の事ですから今では考え方も違いますので、どれ

が正しいというのではありませんが幹事の責任の

一端を教えて頂いた気がしております。

　一般でいう幹事とロータリーの幹事は大きく違

っています。

　一般的には幹事さんはお世話役という印象が大

変強い気がします。しかしロータリークラブにお

ける幹事は、クラブの代表権者であり、ことクラ

ブに関しては全て幹事を通して情報が入ってきます。

　以前の標準クラブ定款の理事に関する規定では、

幹事、会計及びSAAは細則の定めるところによって

理事会のメンバーであってもまたそうで無くても

卓　　話

ビ　ジ　タ　ー
米山学友　 

          　鍾　允順 　様

米山奨学生　 

          　鄭　芝ｴｲ 　様

クラブフォーラム

「クラブ幹事って　何 ?」

クラブ研修リーダー　新田 耕平 会員

合 計　12,000円　 累 計　408,000円

（卓話続き）

差し支えないという規定がありました。

　これが2013年の定款第10条第4節役員の項ではク

ラブの役員は会長、直前会長、会長エレクト、幹事、

会計とし、1名または数名の副会長、および会場監

督を役員に含めることが出来る。このうち会長、

直前会長、会長エレクト、副会長、および幹事は

全員理事会のメンバーとする。ということで我が

池田くれはロータリークラブ細則にも幹事は理事

として謳われております。

　したがって、幹事は理事会に出席し意見を述べ

議決する権限を持っています。審議機関の最大の

権限と責任は理事会でありますが、クラブ幹事は

クラブ会長と共にロータリークラブの代表権者で

す。クラブ管理の実権は全て幹事が握っていると

いっても過言ではありません。即ち幹事はクラブ

内外の情報を全てプールし、あらゆる情報は全て

幹事を経由することになっています。

　したがって幹事はクラブにおいては会長と常に

一心同体でなければなりませんし、執行権者の代

表なのです。

　なぜなら会員の身分証明書をみればそれが判り

ます。会員の身分を証明する立場にあるのは幹事

であります。地区や他のロータリークラブからの

通知や案内は全て会長・幹事宛てに入ってきます。

このように幹事は、クラブ管理の全ての実権を握

っています。そして幹事として一番大事で、なに

よりも肝に銘じておかなければならないことは、

謙虚さと忍耐力であります。

　もちろん幹事本来の役目である、執行機関の代

表権者としての権限と責任で、その職に付随する

任務を誠実に実行しなければなりません。

　皆さん方の今後益々の活躍をご期待申し上げます。


