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9月10日(月)

～　例会休会　～

　皆さんこんばんは。8月27日の会長の時間です。

本日はアサンプション国際中学校高等学校インタ

ーアクトクラブ（IAC）会長古渕日菜さん、幹事

元木玲那さん、副会長川端香佳さん、理事柳井剣

心君、深山千穂さんをお迎えしております。後ほ

ど8月2～5日に行われた台中への海外研修の報告

をして頂きます。

　なお本日17：30より、アサンプション国際中学

校高等学校IACの理事会が開催され、本例会がメ

ークアップとなることをご報告致します。

ロータリーの歴史に学ぶ③
５．視線をクラブ外へ向ける

　ロータリーも2年目になると一般の人々に知ら

れるようになり、一業種一会員制に沿った会員勧

誘が円滑に進んでいました。そんな中で、特許申

請などを主務とする弁理士がいなかったので、弁

理士ドナルド・カーターが選ばれ、入会を勧めら

れました。とこらが彼は、「このクラブは閉鎖的

な内部利益交換の団体にすぎず、社会的存在意義

が欠けている。」と言って入会を断りました。そ

こでポール・ハリスは、すぐさまロータリーは内

部の相互扶助活動と親睦だけでなく、地域社会に

も目を向けるという姿勢を明らかにしました。こ

れによりカーターがロータリーに入会し、以後、

彼は初期ロータリーの中で市民意識の向上と対外

姿勢の形成という意識改革に大きな役割を果たし

ました。

　その後、第3代会長に就任したポール・ハリス

は次のような目標を立てました。

（1）会員を増やしてクラブを充実させること。

（2）他地域にロータリークラブを設立する支援

　　 をすること。

（3）地域社会へ向けての活動を発展させること。

６．公衆便所の設置運動

　ロータリークラブとして地域社会へ向けての実

践活動の始まりが、わが国でもよく知られている

公衆便所の設置運動でした。1907年、シカゴ市の

中心部に公衆便所がないため通行人が不便な思い

をしているとの話を聞いたポール・ハリスは、そ

れに対応することがロータリー会員の市民意識を

向上させる絶好の機会になると考えました。

　クラブではすぐさまシカゴ市当局にに対して設置

運動を開始しました。これに猛反発をしたのが、百

貨店とバー（ビール立ち飲み店）でした。当時の

市中心部で便所を使用するには百貨店に入るかバ

ーに立ち寄るしかなかったので、無料便所ができ

れば客が減ると考えたのです。結局2年の歳月を

要し、市庁舎と市立図書館の横に2か所の公衆便

所が設置されました。

　これは初期のロータリー活動の中で、世界のロ

ータリアンが誇りとするに足る出来事ですが、こ

れを“社会奉仕”の始まりとするのは疑問です。

この公衆便所は市の予算で、市有地に建設された

もので、ロータリアンの寄付による慈善事業では

ありませんでした。さらに最も基本的なことは、

この当時のロータリーにまだ“奉仕”という理念

が生まれていなかったことで、もちろん1927年に

なって登場する“社会奉仕”という概念もこの時

点では存在していませんでした。

ニ  コ  ニ  コ  報  告 出　席　報　告

1518 回 1515 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 28 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　3　名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 25 名 26 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 3 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ９０.６３％   ９６.７７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年8月27日  2018年7月23日

合 計　31,000円　 累 計　315,000円

米山学友         鍾　允順　   様

「新会員自己紹介」

田中　隆弥　会長 …

藤原　史郎副会長 …

岸添　広一　会員 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　会員 …

今井　卓哉　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

國司　真相　会員 …

子安　丈士　会員 …

奥山　裕冶　会員 …

北川　智司　会員 …

アサンプション国際中高IACの皆
さんをお迎えして。

本日卓話です。

毎日いそがしいです。

BBQ楽しかったです。親睦委員会
ありがとうございました。

今年度初の親睦BBQお疲れ様でし
た。その後、雲雀ケ丘ショート
コースでストレス発散してきまし
た。

昨日もラウンドしました。

卓話当番です。

BBQおいしかったです。ありがと
うございました。インターアクト
クラブ楽しく頑張っていきましょ
う!

涼しい9月の訪れが待たれます。
すてきなお祝いありがとうござい
ました。

まだまだあついですね!!

欠席おわびです。

今月たん生日です。

BBQお疲れ様でした。池田さん岡
本さん差し入れありがとうござい
ました。

暑かったですが、バーベキュー美
味しかったです。

米山奨学生    鄭  詩頴　      様

台北東海ロータリークラブ
Rtn.　PP Index

台北老松ロータリークラブ
Rtn.　P Rebecca Rtn.　CP Archi
Rtn.　Sally Rtn.　S. PP Tina
Rtn.　PP Alan Rtn.　PE Real
Rtn.　PP Jade Ann.　PP Jade
Rtn.　 PP Fortune Ann.　PP Fortune

池田ロータリークラブ
会長　井上　裕子　様
幹事　柴田　宜孟　様

アサンプション国際中学校高等学校

前々々例会　7月23日分のメークアップ　　　

　國司会員　7月27日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

  

副校長    丹澤直己     様 

 IAC顧問 松平麻也 　様　
IAC会長  古渕日菜     様　　

地区米山奨学委員会
委員長 　岡部 倫正　様(大阪城南RC）　

米山奨学生学友会(関西)
元会長   何玉翠　様　

北山　治信　様　　

IAC幹事  元木玲那     様　　

IAC副会長  川端香佳    様　　

IAC会計  大村　初     様

IAC理事  柳井剣心　様　
　IAC　       深山千穂　様

「新会員自己紹介」

庄田佳保里　会員
担　当 中村　  武　会員担　当  北川 智司　会員

米良 朗子　会員

　平成30年8月9日（木）15時～17時、ガバナー事

務所大会議室にて開催。当クラブから地区ロータ

リー財団委員として中西が出席しました。

　1.山本博史ガバナーご挨拶

　2.報告事項

　　福家宏財団委員長以下、各小委員会委員長か

　　ら寄付状況等のご報告

  3.協議事項

　・平成30年9月1日（土）開催の地区ロータリー

　　財団セミナーについて

　・ロータリー財団月間の卓話依頼と担当分担に

　　ついて

会議の概要として、以上のとおりご報告します。

地区ロータリー財団委員　中西　博之

第2回地区ロータリー財団委員会・報告

　インターアクターより、台中での海外研修の報

告がありました。

IAC海外研修

ビ　ジ　タ　ー

アサンプション国際中学校高等学校
　　　インターアクトクラブ

  古渕　日菜　様

幹　事　元木　玲那　様

会　長　

理　事　柳井　剣心　様

副会長　川端　香佳　様

　　　深山　千穂　様
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新 年 度 方 針

 松室　利幸　会員
職業奉仕委員会 委員長
　　　  　

●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   

職業奉仕（Vocational Service）を知る３つのポイント
　職業奉仕は、事業及び専門職務の道徳的水準を高

め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであると

いう認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の

理念を実践していくという目的を持つものである。

会員は、ロータリーの理念に従って自分自身を律

し、事業を行う。（手続要覧より）

　職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズをほぼ

完全な形で満たせるよう努力を重ねるということで

す。それによって、自己の職業の品位と道徳水準を

高め、社会から尊重される存在にすることが出来る

のです。また、それによって日々の奉仕活動が行い

やすくなり、効果も向上する筈です。

（2660地区　ロータリーの心と実践）

１．職業奉仕はロータリー独自の概念である

　【ロータリーの目的】　

　　国際ロータリー定款　第４条

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体

的には、次の各項を奨励することにある：

　第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会

　　　　とすること；

　第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

　　　　はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

　　　　仕する機会としてロータリアン各自の職業

　　　　を高潔なものとすること；

　第３　ロータリアン一人一人が、個人として、ま

　　　　た事業および社会生活において、日々、奉

　　　　仕の理念を実践すること；

　第４　奉仕の理想で結ばれた職業人が、世界的　

　　　　ネットワークを通じて、国際理解、親善、

　　　　平和を推進すること。

＊目的の中で「職業」という言葉が強調されている。

　他の奉仕団体との大きな違い。

＊わが国で「Ｓｅｒｖｉｃｅ」と聞くと、サービス（おま

幹　事　報　告

①東大阪みどりロータリークラブより、創立20周

　年記念教育講演会の案内が届いております（会

　長、幹事宛）。

②前年度皆出席16名を表彰します。

　　15年連続：池田会員

　　13年連続：田中会長

　　 4年連続：藤原副会長、服部副会長、吉井会員

     3年連続：沢田会員、奥村会員

              今井会員、青井会員

     2年連続：岸添会員、高原幹事、乾会員

　　  前年度：長嶋会員、東浦会員

　　　　　　  坂田会員、奥山会員

①ミャンマーへのランドセル寄贈

　今年度、国際奉仕委員会ではクラブ創立35周年記

念事業として、ミャンマーヤンゴンのナッマウッ寺

に地元池田市の皆様のご協力でいただいたリサイク

ルランドセルを寄贈しました。全部で58個のランド

セルが集まりました。本年5月に田中隆弥会長が現

地に視察に行かれ、子どもたちが喜んでランドセル

を背負う姿を見てこられました。2019年1月19日、

贈呈式を行う予定であり、当クラブからも数名の会

員が出席する予定であります。

②台湾の台北老松ロータリークラブとの友好クラブ

　の締結

　田中隆弥会員、岡本厚会員のご努力にて今回のお

話が浮上しております。7月30日、我がロータリー

クラブの例会に出席していただきました。当クラブ

としては、9月27～28日、台北老松ロータリークラ

ブ12周年記念式典に参加し友好クラブの締結式を行

う予定であります。

③米山奨学生の受け入れ

　鄭　詩頴　氏を2年間受け入れております。

④ロータリー財団・米山奨学会への寄付のお願い

　

幹　事　報　告 2018-2019年度クラブ国際奉仕委員長会議 報告

◆日　時　　2018年7月12日（木）14:00～16:00

◆場　所　　大阪社会福祉指導センター5Ｆ

◆出席者　山本博史G、岡部泰鑑地区研修リーダーPG

　　　　　四宮孝郎GE、簡仁一GN

　　　　　青山快玄IM第1組ガバナー補佐

　　　　　田中隆弥IM1組ガバナー補佐エレクト

          福田治夫IM3組ガバナー補佐エレクト

          加茂次也IM4組ガバナー補佐エレクト

          北村譲IM6組ガバナー補佐エレクト

          山本和良地区副代表幹事、

          飯井克典地区副代表幹事

（地区役員委員30名、クラブ委員67名　総計97名）

　当クラブからは、田中隆弥会長（IM1組ガバナー

補佐エレクトとしても参加）、高原誠一郎（クラ

ブ国際奉仕委員長代理出席として参加）が参加し

てまいりました。

　浜田厚男地区国際奉仕委員よる司会進行によ

り、山本博史ガバナーから開会の挨拶があり､　

前田要之助地区国際奉仕委員長より、本年度の国

際奉仕についての説明がありました。続いて今西

良介地区ロータリー財団委員会補助金小委員長よ

り国際奉仕活動と財団補助金との説明があり､そ

の説明において補助金が使用されている分野とし

て､最も件数の多いものが、疾病予防と治療、水

と衛生の分野であり、これに対して最も少ないの

が平和と紛争予防／紛争解決の分野であるとの説

明がありました。

　この説明を受ける形で、松野明久大阪大学大学

院国際公共政策研究科教授より、「国際紛争の解

決～アジア・アフリカ・中東・ヨーロッパを訪ね

て～」と題する講演がありました。講演では国際

紛争に対する関わり方や過去に発生した国際紛争

の解決方法やその現状を事例別にわかりやすく説

明されました。

　その後、泉　光典地区国際奉仕副委員長より、

カナダトロントの国際大会の報告とドイツハンブ

ルク国際大会の案内がありました。最後に松本進

也パストガバナーの講評があり、閉会となりまし

た。

  報告者　クラブ国際奉仕委員長

　   代理出席　　髙原誠一郎

新 年 度 方 針

国際奉仕委員会 委員長
　　　  　 藤原　史郎　会員

　け）と解釈されるがロータリーでは違う。

２．職業奉仕を理解することはロータリーの歴史を

　　学ぶこと

　「ロータリー職業奉仕入門」２～７項　参照

３．職業奉仕を理解する近道

　職業奉仕委員長となって自らが学ぶこと。ＮＥＴを

検索するだけでも膨大な資料を見つけることが出来

る。また、別の視点でいうと、ロータリーに参加し

奉仕活動を実践すること。すなわち、ロータリーを

理解することが、職業奉仕を理解する近道である。

長嶋　貞孝　会員　9月12日

岡本　　厚　会員　9月28日

田中　隆弥　会員　9月 8日

青井　秀浩　会員　9月22日

服部　純子　　様　9月15日

9月のお誕生日

親睦バーベキュー

　8月26日、不死王閣バーベキュー場において、

親睦バーベキューが行われました。


