
  2017年10月15日から11月15日までの間、国際ロ

ータリーの決議審議会がオンラインで開催され、

決議案への投票が行われました。

　決議案とは、組織規定文書に記載されている事

柄の範囲外で、RI理事会またはロータリー財団管

理委員会による決定を求めるものです。また、決

議案は、地域的または運営的な事柄に関するもの

より、ロータリー世界に影響を与えるものが理想

とされます。

　決議審議会では、全ロータリー地区の代表議員

が、クラブ、地区、RI理事会、RIBIの審議会また

は大会によって提案された決議案に投票します。

採択された決議案は、その後、RI理事会または管

理委員会によって審議されます。

　ロータリアンは誰でも決議案と結果を見ること

ができますが、投票できるのは代表議員のみです。

　審議会の結果は大変興味のある内容ですので、

3週にわたり報告させて頂きます。

　今回の決定審議会には、38件の決議案が提出さ

れ、17件が採択されました。このうち、RI理事

会への推奨が15件、ロータリー財団管理委員会

への推奨が2件でした。理事会と管理委員会は次

回の会合でこれらの案件を検討する事になって

います。

四つのテスト
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　  平成30年1月22日 第1496回例会　№1495

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

2月5日(月)

例 会 休 会

11月のお誕生日

会長の時間  　　会長  岸添広一

1月22日(月)

「ほほえみの園の今」

幹　事　報　告

①地区より、2025年日本万国博覧会の大阪誘致に

　ついてご賛同のお願いが届いております

　（会長、幹事宛）。

②ガバナー会より、姉妹クラブ・友好クラブのア

　ンケートが届いております（会長、幹事宛）。

③地区より、財団地区補助金報告書提出のお願い

　が届いております（会長、幹事、中西委員長宛）。

④米山記念奨学会より、下期分普通寄付金送金の

　お願いが届いております（会長、幹事、田中委

　員長宛）。

⑤地区より、2018-2019年度のための地区チーム研

　修セミナーのご案内が届いております（新谷会

　員、田中副会長、今井委員長、中西委員長、奥

　山会員、坂田会員宛）。

⑥箕面ロータリークラブより、3月度７RC幹事会の

　ご案内が届いております（幹事宛）。

⑦ロータリー財団より、ベネファクターの認証が

　届いております（中西委員長宛）。

⑧本日、手続要覧（2016）を配布します。

⑨本日、2月度の例会出欠の回覧をいたします。

担当 長嶋 貞孝　会員

「  」

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　 鄭　芝ｴｲ 　様

担当 吉井 順子　会員

ほうれん草おひたし、出巻玉子
若鳥の竜田揚げ、サラダ
ごはん、香の物、石狩汁

サラダ、白身魚フライ
ビーフシチュー
ごはん、香の物、味噌汁

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　 鄭　芝ｴｲ 　様

2017年の決議審議会の結果については、MyROTARY

でご覧いただくことが出来ます。

https://my.rotary.org/ja/cor/vote



2018-19 ラシンRI会長のテーマ

合 計　27,000円　 累 計　503,000円

ガバナー月信より

●1月号推奨記事

P4～5　　ガバナーメッセージ
　　    　    職業奉仕月間によせて

P10～12　　IM再編成の目的
　　　　　　新たなクラブ間交流による活性化
              2018-19年度に、IMが再編成されます。

              P10にて、IMが再編成されることになった

              経緯が書かれており、P11では新IMクラブ

　　　一覧が、P12には次年度ガバナー補佐と次

　　　年度IMホストクラブが発表されています。

　　　池田くれはRCは現在と同じIM1組ですが、

　　　1組のクラブ数が現在の7クラブ(約200名）              
　　　から、15クラブ（約700名）へと大幅に増

              えます。

P18　　MYROTARY登録状況
　　　12月度と同じく61.3％と横ばいです。

　　　今一度、会員の皆様へのMyROTARYの登録を

　　　ぜひともよろしくお願い致します。

P19　　2017年11月度 会員数・出席報告
　　　我クラブは、欠席された方へ沢田幹事から

　　　積極的な「Makeup」への奨めにより11月度

　　　平均出席率も1組トップの92.11％で、地区

　　　全体でも大変高い出席率となっています。

ベネファクター認証

恒久基金に1,000ドル以上を現金で寄付された方には、

ベネファクターとして、認証状と記念の襟ピンが贈られ

ます。 

　バリー・ラシンRI会長エレクトは、米国サンディ

エゴで開催中のロータリー国際協議会で、次年度

地区ガバナーに向けて、

2018-19年度テーマ

「BE THE INSPIRATION」

（日本語訳　インスピレーションになろう）

を発表されました。

　具体的には、「何か大きなことに挑戦しようと

いうインスピレーションを、クラブやほかのロー

タリアンに与えてください。自分よりも長く、後

世にも生き続けるものを生み出すために、行動を

起こす意欲を引き出していただきたいのです」と

いうことです。

（MyROTARYより）

https://www.rotary.org/ja/rotary-
international-president-rassin-theme-2018

●2018-19年度RIテーマのロゴ

●2018-19年度RI会長テーマと会長賞のパンフレット 

file:///C:/Users/user/Downloads/900ja18-

19_theme_citation_brochure%20(1).pdf

ビ　ジ　タ　ー

国際ロータリー第2650地区
日本ロータリーEクラブ2650

周　瑋生　 様

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

1)　Aかどうか

2)　みんなにBか

3)　CとDを深めるか

4)　Eのためになるかどうか

四つのテストクイズ

　今月は職業奉仕月間です。

　ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚えてお

くべき4つの問い、それが「四つのテスト」です。

　さて、皆さんは四つのテストを覚えておられます

でしょうか？

　以下AからEにあてはまる言葉を考えて下さい。

解答と解説は、P4をご覧ください。

　

　　



　　

《縦組み》
P27～28（49～50）　自分のことは自分でニコニコ
                                    キャンプ実施　大阪平野RC
　8月26日から27日の間、琵琶湖で小中学生13人

を集められて行われたキャンプの様子が書かれて

います。

P25（52）　12歳から80歳まで協同クリーンハイク
　                高槻RC/高槻中学校・高等学校インター
                    アクトクラブ
　高槻中学校・高等学校のインターアクトクラブ

と提唱クラブの高槻RCで、5kmの道のりを清掃し

ながら歩くクリーンハイクが行われました。

ガバナー月信9月号より

●ロータリーの友1月号推奨記事
1月は職業奉仕月間です。

《横組み》
P8　職業奉仕について考える。
　元RI理事　茅ヶ崎湘南RCの松宮パストガバナー

の記事です。

P16～20　奉仕のパートナー　
　　　　　 ロータリー地域社会共同隊　RCC
　地元のニーズに応えるために、ロータリークラ

ブと協力して活動するロータリアン以外の人から

成るグループを、ロータリー地域社会共同隊（略

してRCC）と呼んでいます。日本各地のさまざま

なRCCの活動が紹介されています。

P34　2017-18年度　地区大会略報Ⅱ
　12月号に引き続き、各地区での地区大会の報告

が掲載されています。

 「環境の持続可能性」を考える高度な内容を取

り上げられた地区や、また忍者の技を披露された

地区、マグロの解体ショーが行われた地区と、バ

ラエティに富んだ各地での大会がありました。

第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。
P12　私が実践する・考える職業奉仕
「人が育つため支援、それが私の職業奉仕」　　

大阪東RC　島ノ内英久さん
 島ノ内さんは、中小製造業の工場リーダーを育

成するコンサルタントを長年務められておられま

す。地区のローターアクト委員もされています。

P15　クラブでの職業奉仕　
 「職業奉仕を実感できた出前授業」　

東大阪東・東大阪みどり・東大阪ネクストRC
　東大阪市の中学校で、製造業者、建築士、看護

師、保育幼稚園経営者、大学教授など5人の会員

が講師となり、3クラブ協同の出前授業を実施さ

れました。

Pick Up ロータリーの友

MY ROTARYより

●池田くれはロータリークラブのHP「会員リンク」が
　リニューアルしました。
http://www.ikedakureha.jp/menberlink/

　会員の事業所のHPを紹介しているページが新しく

なりました。

　現在、18名の会員の事業所が掲載されています。

今月の職業奉仕月間にちなんで、各会員のいろんな

業種のHPをご覧になられてはいかがでしょうか？

　また、ぜひともうちの事業所のHPを載せてほしい

と思われる会員がおられましたら、プログラム・会

報広報雑誌小委員会までご連絡ください。

職業奉仕月間 リソースのご案内

　1月の月間によせてのリソースをご案内させてい

ただきます。

<出版物>

●職業奉仕入門
「職業奉仕」のコンセプト、職業分類を生かしたロ

ータリークラブでの活動アイデア、高潔性と倫理に

ついて説明しています。自分の職業スキルや専門知

識を地域社会のために生かしたいとお考えの方に役

立つ資料です。

●2016 年手続要覧 
　五大奉仕の1つ「職業奉仕」の哲学的な規準の記

載は、手続要覧7ページ、88ページからご参照いた

だけます。（例会時に配布しています。）

<ウェブ参考ページ>

●ロータリーの基本理念（MyROTARY）
https://my.rotary.org/ja/guiding-principles
世界中のロータリアンが大切にしている、ロータ

リーの基本理念の紹介ページです。



 前々々例会 12月11日分のメークアップ　　　

  吉井会員　12月 4日　第6回理事会出席

　冨田会員　12月13日　池田ロータリークラブ例会出席

　國司会員　12月20日　ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席

1495 回 1492 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 　3 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 23 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 3 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ ８６.２１％ １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年1月15日  2017年12月11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 

　

  

出　席　報　告

岸添　広一　会長 …

日本ロータリー
 Eクラブ2650
周　瑋生　様　　…

藤原　史郎　会員 …

吉井　順子　会員 …

高橋　　仁　会員 …

池田　吉清　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

東浦　　敬　会員 …

寒い日が続きますが、かぜ等ひか
ない様に。

はじめまして　今年もよろしく
お願い申し上げます。

結婚記念日です。1月11日!!

今日は昔の成人の日!!
それは遠い昔の日!!

1月6日に誕生日でした。58才にな
りました。もうすぐ還暦です。は
やくおじいちゃんになりたいで
す。ついでに本日卓話です。よろ
しくお願いします。

結婚記念日です。

前回欠席。新年初回休んでしまい
ました。本年もよろしくお願いし
ます。

おつかれさまです!!

欠席おわび　おめでとうございま
す。本年もよろしくお願いします。

欠席おわび　本年もよろしくお願
いいたします。

合 計　32,000円　 累 計　710,000円

ニ コ ニ コ 報  告

卓　　話

　「現代社会において職業倫理が今ほど強く叫ば

れている時代はありません。その職業倫理を提唱

するのがまさにロータリークラブなのです。ロー

タリアンは自覚をもって職業倫理を実践していか

ねばなりません。」

　職業奉仕を理解するには「ロータリー運動は倫

理運動である」ということを理解せねばなりませ

ん。社会奉仕を通して「尊敬、信頼そして信用」

を得るのです。それが自分の企業の繁栄に繋がり

ます。これがロータリーの「職業奉仕」です。

　お金を儲ける行動を世のため人のためになる行

動と同じ心で行ってください。ロータリアン一人

一人が奉仕の心をそれぞれの事業の中で実践する

のが職業奉仕でありますからロータリークラブと

いう団体で行う団体奉仕ではなく、個人奉仕であ

ります。ロータリアンは第一の奉仕である「クラ

ブ奉仕」で会員同士が互いに理解しあい、助け合

い、親睦を深めることが大事で、その中で奉仕の

理念を学び、ロータリーの目的をしっかりと認識

して行動をします。

「ロータリー運動は倫理運動である」

～月間によせて～

職業奉仕委員会　高橋　仁 委員長

 ★12月11日の補正出席率が100％を達成しました。★　　

P2　四つのテストクイズの答え

A・・真実　　B・・公平　　C・・好意

D・・友情　　E・・みんな

　今から60年以上も前の大恐慌のさなか、一人の

ロータリアンが4項目からなる簡明な倫理指針を

考案しました。やがて、国際ロータリーによって

採用され、広く知れ渡ることになったこの四つの

テストは、今日では、ロータリーの基本理念の一

つとなっています。

職業奉仕入門より
file:///C:/Users/user/Downloads/255ja%20(6).pdf

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お詫びと訂正

週報1494号に掲載しました、池田会員ご夫妻の1月の
結婚記念日に誤りがありました。正しくは下記の通り
です。お詫びして訂正いたします。

　　　　　　　　昭和44年1月26日


