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担　当 ロータリー財団小委員会
米山奨学小委員会

会長の時間  　　会長  田中隆弥

30     7     2      1513            1513

8月6日(月)

～　例会休会　～
々

30     7    30      1516            1516

[1][4]

8月13日(月)

「委員長担当卓話」

ロータリーの歴史に学ぶ①

學習扶輪的歷史①

歓迎！国際ロータリー第3481地区　

台北老松ロータリークラブ

熱烈歓迎！國際扶輪3481地區

台北老松扶輪社

 皆さんこんばんは。7月23日の会長の時間です。

今年度は時間が許す限り、東大阪みどり出版会が

発行された『ロータリーの歴史に学ぶ』を私なり

に解説したいと思います。なお『ロータリーの歴

史に学ぶ』の編集委員長である東大阪みどりRC所

属の山片重房氏はパストガバナー補佐であり、当

クラブの長嶋貞孝会員の同級生です。会長の時間

に『ロータリーの歴史に学ぶ』を引用させて頂く

に際して、長嶋会員にお願いし、あらかじめ山片

氏に承諾を得ております。

大家晚上好。現在是7月23日的會長的時間。只要

時間允許，我想在這個年度為大家解説東大阪

Midori出版會發行的《學習扶輪的歷史》這本書。

順帶一提，《學習扶輪的歷史》的主編•東大阪

Midori扶輪社的山片重房先生，是前總監輔佐，也

是我們俱樂部長嶋貞孝会員的同學。我已經拜託長

島成員，事先獲得山片先生的同意，讓我在會長的

時間引用《學習扶輪的歷史》的内容。

1．ロータリークラブチャーターメンバーの集まり

1905年、日本では日露戦争の渦中にあるころ、次

の4人のチャーターメンバーが集まりました。

ポール・ハリス（弁護士）

シルヴェスター・シール（石油商）

ガスター・ヴァス・ローア（鉱山技師）

ハイラム・ショリー（洋服業）

1．扶輪社創社社友的聚集

1905年，日本正深陷日俄戰爭之時，以下的四名創

社社友聚集在了一起。

保羅、哈里斯（律師） 

西爾維斯特、薛爾（石油貿易商） 

Gustavus E. Loehr 羅爾（礦冶工程師） 

Hiram E. Shorey蕭瑞（裁縫商）

2．クラブの特徴と会員の選考

2.扶輪社的特征和社員的審核

当時は「ビジネスはビジネス」、「買主が注意せ

よ」、「仁義なき競争」「他人にやられる前にや

れ」「大衆は地獄に落ちろ」というような考え方

が支配的な時代でした。競合者は敵であり彼らを

その実業界から追放できたら自分にとって好都合

だと考えていました。利己主義で早い者勝ちとい

う激烈で情け容赦ない考え方です。

當時正處於“商業就是商業”“小心買家”“沒有
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ニ  コ  ニ  コ  報  告 出　席　報　告

1515 回 1512 回

Ａ 会員数 33 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　2　名 　3 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 26 名 23 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ ９３.５５％  １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年7月23日  2018年6月25日

前々々例会　6月25日分のメークアップ　　　

　米良会員　6月25日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

  高橋会員　7月 9日　北海道2500ロータリーEクラブ出席

  松室会員　7月 8日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

前年度最終例会を補正出席率100％達成で終えることが出来ました。

ご協力ありがとうございました。

合 計　17,000円　 累 計　117,000円

米山奨学生      鄭  詩頴　様

スマイルキャンプ

～　例会休会　～

田中　隆弥　会長 …

服部　潤承副会長 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

奥山　裕冶　会員 …

酷暑が続いておりますが皆様ご自
愛ください。

本日、卓話です。

熱中症　気を付けましょう!

暑い日が続きますね。
お身体ご自愛下さい。

今や溶けてしまう一歩手前です。
ホームの夏祭りが終りホッとして
ます。

おつかれさまです!!

バッチわすれました。

本日卓話です。
宜しくお願いします。

ビ　ジ　タ　ー

　8月17日から2泊3日で、箕面市立青少年教学の

森野外活動センターにてスマイルキャンプを行い

ます。

　少年少女を募集しましたところ、定員ちょうど

の40名のお申し込みをいただきました。

　スタッフの会員とチームライラ、ローターアク

ター、米山奨学生 鄭 詩頴さんにお手伝いいた

だき、楽しく過ごしてまいりたいと思います。

2018‒2019年度　国際ロータリー 第2660地区地区大会

　今年度の地区大会は、12月7日（金）、8日

（土）の2日間、リーガロイヤルホテル大阪およ

びグランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）で

行われます。

　スペシャルゲストとして、1日目にバンドネオ

ン（アコーディオンのような主にタンゴで用いら

れる楽器）奏者の小松亮太さんによるスペシャル

ライブ「タンゴの夕べ」、2日目には「クローズ

アップ現代」でおなじみの国谷裕子さんによる記

念講演が行われます。

　8月20日の例会に、大阪南RCより地区大会のイ

ンフォメーションに来られますので宜しくお願い

致します。

大相撲池田くれは場所

  お席の追加注文まだまだ 
受け付けています。なお、イス

Ｓ席が満席、イスＡ席が残席

わずかとなりました。 
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新 年 度 方 針

  親睦活動・出席・歌唱小委員会 委員長　
　　 　　　 奥山 裕冶 会員

　年間例会数を35回とします。移動例会は、11月7

日の池田RCとの合同例会の1回だけで、34回の例

会は池田市民文化会館3階のイベントスペースで

行います。

　例会の内容は、委員長卓話を4回、7月9日に池田

吉清社会奉仕委員長・今井卓哉青少年奉仕委員長、

7月23日に奥山裕治親睦活動・出席・歌唱小委員

長・服部プログラム・会報広報雑誌小委員長、7月

30日に中西博之ロータリー財団小委員長・坂田妙子

米山奨学小委員長、8月27日に松室利幸職業奉仕委

員長・藤原史郎国際奉仕委員長が担当いたします。

　クラブフォーラムを6回、8月20日に服部クラブ奉

仕委員長、12月3日に池田吉清社会奉仕委員長、1月

7日に松室利幸職業奉仕委員長、2月4日に藤原史郎

国際奉仕委員長、5月13日に今井卓哉青少年奉仕委

員長、6月17日に新田耕平会員が担当いたします。

　月間によせての卓話は、10月1日に米山月間によせ

て坂田妙子米山奨学小委員長、10月15日に米山月間

により鄭詩頴米山奨学生、11月12日にロータリー財

団月間によせて中西博之ロータリー財団小委員長、

12月10日に疾病予防と治療月間によせて正岡哲会

員、3月4日に水と衛生月間によせて子安丈士会員、6

月3日ロータリー親睦活動月間によせて奥山裕治親睦

活動・出席・歌唱小委員長が担当いたします。

　AG訪問のクラブ協議会開催日は、10月22日に田中

隆弥会長が卓話を担当し、4月15日に創立35周年記

念例会を開催いたします。

　田中隆弥会長・藤原史郎副会長・服部副会長・高

原誠一郎幹事による新年度方針所信表明を7月2日

に、1年を振り返ってのバズセッションを6月24日に

いたします。

　通常の卓話は、9月3日(北川智司会員・米良朗子

会員)・9月10日(中村武会員・庄田佳保里会員)に、

　今年度　親睦活動・出席・歌唱小委員会の委員

長を務めさせて頂くことになりました。本委員会

は、プログラム・会報広報雑誌小委員会とあわせ

てクラブ奉仕委員会に属しますので、その委員長

を兼任されておられる服部潤承副会長と協力して

適正な委員会運営を行っていきたいと思いますの

で、会員皆様のご協力宜しくお願いします。

　今年度は、「移動例会は開催せず、例会外行事

を実施することにより、会員間の親睦を深め

る。」というクラブ活動方針に従い、例会外親睦

会としてバーベキュー、ふぐの会、クリスマス

会、新年会、米山梅吉記念館訪問を計画しており

ます。例会外親睦会は土日に実施しますので、ご

家族の方も積極的ご参加下さい。

　今年は米山梅吉翁生誕１５０年、米山梅吉記念

館の創立５０周年ですので、そういう節目の年度

に、米山梅吉記念館訪問を泊りで訪問したいと思

います。

　これらの行事は例会ではないため出席義務はあ

りませんが、会員間の親睦を深めるため、積極的

なご参加をお願いします。

新 年 度 方 針    プログラム・会報広報雑誌小委員会 委員長　
　　  　　　　　服部 潤承 会員

記事は前号（1515）に掲載しております。

第2回インターアクト(IA)委員会報告

●7月号推奨記事

P 1～ 3　ガバナー就任挨拶・今年度の方針

P 7　　  2018－19年度のための地区研修・協議会 

         概要報告

 週報1504から1506において委員長報告掲載

P20～21　2018-19年度国際ロータリー第2660地区

         組織図

 新谷PG（地区諮問委員会）、田中隆弥会長（ガバナー

 補佐エレクト）、高原誠一郎幹事（インターアクト委

 員会）、中西博之会員（ロータリー財団委員会）、

 今井卓哉会員（RYLA委員会）、坂田妙子会員（米山奨

 学委員会）、奥山裕治会員（社会奉仕委員会）  掲載   

新入会員による自己紹介の卓話を、11月26日に谷口

浩会員、12月17日に岡本厚会員、1月28日に東浦敬

会員、2月18日に青井秀浩会員、2月25日に加藤光祥

会員、3月11日に岸添広一会員、3月25日に國司真相

会員、4月1日に奥村雅一会員、4月8日に沢田武司会

員、4月22日に石田貴子会員、5月20日に吉井順子会

員、5月27日に乾禎則会員が担当いたします。

　週報上梓については、石田貴子会員・青井秀浩会

員・今井拓哉会員・服部が担当し、事務局プリン

ターで印刷作成いたします。卓話のテーマ・週報掲

載原稿(400字)の提出はすみやかにお願いいたし

ます。

仁義的競爭”“先下手為強”“群眾下地獄吧”這

樣的思考方式佔主導地位的時代。大家都想捷足先

登，認為競爭對手都是敵人，將敵人驅逐出業界才

對自己是有利的。這樣的利己主義，是一種過激又

無情的思維方式。

ポール・ハリスは、私生活や仕事の上での信頼関係

の欠如を解消できるような人々の人間関係と、打ち

解けた親睦という極めて単純な構想のクラブで、こ

れまでにないクラブの結成を提案しました。

而保羅•哈里斯卻提出，要建立一種前所未有的俱

樂部，關於俱樂部的構想也極其單純，就是要促進

人與人之間私生活和工作上的信任關係，並且加深

友愛。

また各職業または業種で一人の会員を推薦するこ

とで、会員は人柄の誠実さを保証できる人物だけ

を推薦します。するとこのクラブは必然的に、会

員間の互恵的な（信用できる）商取引の後援会と

なるだけでなく同業者間の争いのない親睦を深め

られるグループとなります。一業種一会員に限ら

れるため、その地域で一番の会員を選ぶことがで

き、相互に信頼できる会員の中で多くの取引が成

立し、そしてそのような取引を広げられそうな人

がクラブに入会することに反対する人はいないと

いうことになります。

此外，通過從每種職業中僅選舉一名成員的方式，

選出能句保證品格誠實的人。這樣一來，扶輪社就

必然會成為一個能真正加深友愛的團體，不僅是會

員之間互惠互利（相互信賴）的商業後援會，還不

存在同業競爭。選舉出一個區域内不同職業分類中

最優秀的社員后，能句相互信賴的社員之間就會達

成許多交易，而選舉能讓這樣的交易繼續擴大的人

物入會，就沒有人會反對了。

親しみ深く、信頼感の溢れる人々と交わりたいとい

う思いから、メンバーをお互いにセカンドネームで

呼び合っていました。（現在、セカンドネームでの

交流が一般的でない地域では、ロータリー内でのみ

使用されるロータリー・ネームを用いている場合が

あります。来週来会する台北のロータリアンは全員

ロータリー・ネームを持っています。）

社員之間為加深親善，建立相互信任的關係，大家

均直接以名字互相稱呼。（目前，在不直呼名字交

流的地區，会用只在扶輪社中使用的“扶輪別名”

来互相稱呼。下週即將从台北来訪的扶輪社社員們

每个人都有“扶輪別名”。 ）

幹　事　報　告

①地区より、平成30年７月豪雨義捐金についての

　案内が届いております（会長、幹事宛）。

②地区より、青少年奉仕部門に係るハラスメント

　発生時の緊急連絡マニュアルが届いております

　（会長、幹事宛）。

③地区よりクラブ社会奉仕委員長会議開催のご案

　内が届いております（池田委員長宛）。

④地区より、インターアクト海外研修会費納入の

　お願いが届いております（事務局宛）。

⑤ロータリー米山記念奨学会より普通寄付金の申

　告用領収証の申請受付開始のお知らせが届いて

　おります（事務局宛）。

⑥地区より、地区ロータリー財団セミナーのご案

　内が届いております（会長、中西委員長宛）。

⑦皆出席記録を回覧いたしますので、確認の程、

　よろしくお願い申し上げます。

⑧次回例会はビジターが多数ご出席いただきます

　ので、会場の準備をはじめ、会員皆様のご協力

　の程、よろしくお願い申し上げます。

2018年度総会及び新規奨学生歓迎会報告　

田中　隆弥　会長 …

服部　潤承副会長 …

沢田　武司　会員 …
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吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

奥山　裕冶　会員 …

酷暑が続いておりますが皆様ご自
愛ください。

本日、卓話です。

熱中症　気を付けましょう!

暑い日が続きますね。
お身体ご自愛下さい。

今や溶けてしまう一歩手前です。
ホームの夏祭りが終りホッとして
ます。

おつかれさまです!!
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本日卓話です。
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