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①本日17時30分より、第３回理事会が開催されま
した。
②地区より、米山奨学生レクレーションの案内が
届いております（坂田委員長宛、吉井カウン
セラー、石田カウンセラー宛）。

席

補 正

例会日

2018年 9月 3日

2018年 7月 30日

例会回数

1519

Ｂ 出席免除者数
Ｃ 出 席 義 務 者 数 Ａ -Ｂ
Ｄ 出席義務者欠席数
Ｅ 出 席 義 務 者 出 席 数 Ｃ -Ｄ
Ｆ 出席免除者出席数

回

出席率

前々々例会
なし

⑤地区より、2018‐19年度卓話銀行の案内が届い
ております（会長、服部委員長宛）。

％

33

名

5 名

5

名

28 名

26

名

5 名

2

名

22 名

28

名

4 名

4

名

0

名

８４.３８％

９３.７５％

7月30日分のメークアップ

ニコニコ報 告

⑥9月のロータリーレートは1ドル112円です。

田中 隆弥 会長 … 誕生日です。9月8日で56歳になり
ます。
大阪西RC
山下 賢一
様 … 先日のスマイルキャンプでは、次
女が大変お世話になり、有難うご
ざいました。

⑦明日9月4日(火)は大型で非常に強い勢力の台風
21号の影響を考慮して、事務局とガバナー事務
所は臨時休業となっておりますのでご注意下さ
い。

服部 潤承副会長 … 9月15日は家内の誕生日です。

2018-2019年度地区ロータリー財団セミナープログラム

岸添 広一 会員 … ゴルフの調子がいまひとつです!!

平成30年9月1日（木）14時～17時、大阪YMCA会
館にて開催。田中会長・高原幹事・中西財団委員
長の3名が出席しました。
地区財団委員会から、①ロータリー財団、②財
団寄付、③財団補助金プログラム、④財団補助金
管理、⑤財団奨学金プグラム、⑥ポリオ、につい
て詳細な説明がありました。また、グローバル奨
学生によるスピーチの時間もありました。ロータ
リー財団について理解と興味を深める良い機会と
なりました。
地区ロータリー財団委員 中西博之

岡本

厚 会員 … もうすぐ61歳になります。

沢田 武司 会員 … 愛犬のエリーが3歳2ヶ月になりま
した。
池田 吉清 会員 … 土・日連チャンしました。
松室 利幸 会員 … 大型で非常に強い台風が接近して
います。皆さん、ご注意を!!
長嶋 貞孝 会員 … 池田くれはロータリークラブを愛
し続けて35年
今月の9月12日で傘寿80歳になり
ました。このクラブでは最長老で
す。これからも綺麗で可愛いおじ
いさんロータリアンになりますの
で池田くれはのロータリアンの皆
さん可愛がってね。

9月のお誕生日お祝い

吉井 順子 会員 … 台風の被害が少なくてすみますよ
うに
奥村 雅一 会員 … 和尚、心よりお祝い申し上げます!!
青井 秀浩 会員 … 今月たんじょうびです。明日は台
風で子供の学校がお休みになりま
した。
北川 智司 会員 … 本日卓話です。
米良 朗子 会員 … 先月は主人のお誕生日プレゼント
を頂戴しありがとうございまし
た。先日のBBQ楽しかったです。
本日は卓話宜しくお願い致しま
す。台風が近づいておりますが、
皆様お気をつけておすごしくださ
いませ。

9月３日のニコニコ額
合 計

51,000円

累 計

366,000円

長嶋会員、傘寿おめでとうございます!!

[4]

1520

1520

1516 回

33 名

Ｇ メークアップ数

④大阪中央ロータリークラブより、来年4月11日
に開催される創立３５周年記念式典の案内が届
いております（会長、幹事宛）。

10

告

ホーム

Ａ 会員数

③地区より、12月7日、8日行われる地区大会にお
ける友愛広場出店募集の案内が届いております
（会長、幹事宛）。

報

9

9月10日(月)
「新会員自己紹介」
担

9月24日(月)

9月17日(月)
～ 例会休会 ～

々

～ 例会休会 ～

当 中村
武 会員
庄田佳保里 会員

会長の時間

構築に強いシェルドンでした。彼は販売学で学んだ職
業分類法をロータリーに持ち込みました。それは、住
民の職業を大分類から小分類に分けてXY軸に並べ、
その上に主要な住民を職業別に積み上げて、コンピ
ューターグラフィクスのような立体的職業別住民人
数のグラフを作るようなものでした。これを水平に
切ると各職業別の代表が1名ずつ並ぶ平面が得られ
ます。高い位置で切ると少人数の職種が排除されま
すが、低い位置で切るとあらゆる職種が網羅されま
す。切る位置の調整によって、その都市毎の特徴あ
るロータリークラブが構成されます。
ロータリークラブのメンバーは各業界を代表する
有能で影響力の強い人材であるだけでなく善良な市
民であり、そして何よりも良質なロータリアンにな
り得る人物でなければならないと考えられていまし
た。それ故に各クラブに設置された「職業分類」と
「会員選考」委員会が重要な役割を担っていました。
会員は先着順に入会できるのではなく、職業分類に
基づいて選考され、もし仮に同じ職種会員がクラブ
内にいれば入会が許可されることはありませんでし
た。これにより会員はクラブ内で同業者と無用な対
立を避けることができ、あらゆる異業種の人たちか
ら有力な情報を得て自分の仕事に生かすことができ
たのです。
ロータリーの活動から相互扶助が消滅してから後
もロータリーの社会的評価が高まるにつれロータリ
アンとしての誇りが高まったのは、この一業種一会
員制によるところが大きいと考えられます。
この制度は2001年の規定審議会で変更されるまで
継続しました。

会長 田中隆弥

皆さんこんばんは。9月3日の会長の時間です。
ロータリーの歴史に学ぶ④
７．二人の重要人物の入会
1908年になり、この人たちがいなければロータリ
ーは現在と違ったものになったであろういわれる二
人の人物が入会してきました。それはアーサー・Ｆ
・シェルドンとチェスレイ・ペリーでした。
シェルドンは1868年生まれですからこの時40歳（ポ
ール・ハリスと同年）になる頭脳明晰で雄弁な人物で
した。彼は、手段を選ばずに富を得たものが成功者と
なった19世紀の利己的な販売手法を批判し、新しい経
営理念、つまり顧客への心配り、商品と営業行為への
責任、相互信頼と相互満足を重視することを説いてい
ました。これはクラブ内の「相互扶助・親睦派」にと
っては“精神的相互扶助”の理論的根拠として歓迎さ
れ、また「対外行動派」にとっても“奉仕”への基礎
的な概念形成に役立つものでした。
ペリーは専門教育を受けたという経歴はありません
が、事務管理に高い能力を有する人物でした。彼はク
ラブ内の「相互扶助・親睦派」と「対外行動派」の意
見対立の調整に努め、全米RC連合会の設立へ向かっ
て大きな力を発揮しました。その力が買われて1912
年に全米RC連合会が国際RC連合会へ移行すると同時
に事務総長に選ばれ、その後30年の長きにわたりそ
の役職を務めて、ロータリーの制度整備と世界的な
発展に大きな足跡を残しました。
ポール・ハリスはその著書の中で、ロータリーの
最大の功労者としてチェスレイ・ペリーの名を挙げ
ています。

ビ ジ タ ー

８．一業種一会員制
大都会の多くの異業種の中から1名だけの最良な会
員を選んで社交クラブをつくるというアイデアは、
ポール・ハリスの原点にあったものですが、このア
イデアをロータリーの基本制度に仕上げたのは論理

大阪西ロータリークラブ

山下

[1]

賢一 様

８月４日(土)（3日目）
午前8:30に宿泊ホテルを出発し、自然歴史研修と
して八田與一公園を見学し、鳥山頭(うさんとう)ダ
ムを見学いたしました。午後からは921地震教育園
区を見学し、その後、宿泊先ホテルにてフェアウエ
ルパーティーが開催されました。2660地区側イン
ターアクター側は、女性は浴衣姿で男性は甚平姿で
の参加となりました。第3461地区側インターアク
ター側も当初参加予定者は少数の予定でしたが、実
際には多数の参加者を得て、非常に盛り上がりまし
た。最後にドラえもん音頭を参加者全員で踊り、閉
会となりましたが、閉会後も両国のインターアク
ター達は名残惜しんでかなかなか解散できない状態
でした。

2018-2019年度 インターアクト海外研修 報告
2018‐19 インターアクト海外研修 報告
2018年８月２日～８月５日
渡航先：中華民国（台湾）
交流先：第3461地区
参加者：インターアクター６７名（参加校１０校）
引率者 ロータリアン４９名 看護師１名
ＪＴＢ２名
計１１９名
８月２日(木)（１日目）
午前８:40に関西空港出発ロビーに集合いたしま
した。池田くれはロータリークラブからは、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（地区インターアクト委員）が参
加し、アサンプション国際中学校高等学校IACから
は、丹澤副校長、松平顧問、古渕日菜IAC会長、川
端香佳IAC副会長、元木玲那IAC幹事、柳井剣心IAC
理事が参加いたしました。
搭乗手続きを終えて、関西国際空港内４階第一
ターミナルの貸会議室において、結団式が行われま
した。結団式では、幹事校である大阪国際大和田高
等学校ＩＡＣの茶屋明日香さんの司会進行により、
開会宣言が行われました。
冒頭、山本博史ガバナーから挨拶があり、続いて
中野隆二地区インターアクト委員長、ホストクラブ
である桝本幹男守口イブニングＲＣ副会長、鞍留瑞
季大阪国際大和田高等学校ＩＡＣ会長よりそれぞれ
挨拶がありました。
結団式終了後、空路にて一路、台北桃園国際空港
へ向かいました。台湾入国後、３台のバスに分乗し
て台中に移動し、途中で高美湿地帯を見学いたしま
した。その後、宿泊ホテルに到着し､夕食をすませ
インターアクター達は翌日の交流会の為に歌などを
練習し、その日を終えました。

８月５日(日)（４日目）
午前8:30に宿泊ホテルを出発し、歴史研修として
日本人墓地が存在する日本と縁の深い宝覚寺を見学
し、その敷地内で解団式が行われ、幹事校である大
阪国際大和田高等学校ＩＡＣから次年度の幹事校で
ある四天王寺ＩＡＣへ団旗が渡され終了しました。
その後、台中のショッピングセンターで買い物を
し、台北桃園国際空港より帰国の途につきました。
地区インターアクト委員 髙原誠一郎

第3回理事会議事録
日時：2018年9月3日 17：30～18：00 場所:ブリッジ
理事数 11名
出席者（敬称略）
理
事
9名(田中、高原、藤原、服部、岸添、
岡本、沢田、池田、今井)
オブザーバー 1名(青井)
欠席者（敬称略）
松室、乾、中西
審議事項
第1号議案
10月1日と10月15日における卓話者入れ替えについて
承認

８月３日(金)（２日目）
午前9:00に宿泊ホテルを出発し、第3461地区ＲＣ
の案内による歴史研修として、台中公園､太陽餅博
物館及び宮原眼科等を見学し、交流会会場である台
中第一高級中学校を訪問しました。交流事業とし
て、インターアクターによる両国のプレゼンが英語
で行われました。その後、第2660地区のインターア
クトクラブ側からは「花は咲く」の合唱が披露され
ました。そして､両者のインターアクター混合のグ
ループにわかれゲームやプレゼント交換など密度の
濃い交流が行われ､交流事業終了後は合同での近辺
地域を清掃する奉仕活動も行われました。18:00に
は同所において、ウェルカムパーティが開催され､
第3461地区側のインターアクトクラブ側からは歌や
ダンスなどが披露されました。

報告事項
①台北老松RC創立12周年記念式典参加会員
10名参加予定
②創立35周年記念事業スマイルキャンプの報告
今井青少年奉仕委員長より活動報告がされた。
高原幹事より事業報告がされた。

新会員卓話

北川

智司

新会員卓話

会員

米良

「監査役と学校評議員について」

会員

4月に池田くれはロータリークラブに入会させて

私は現在、池田泉州銀行関連4社の監査役を務

頂き、はや５ヵ月が経過しました。

めています。

皆様には大変温かく迎え入れていただき、感謝の

監査役は、会社法で定められ、公開会社や大会

気持ちで一杯です。

社等には、設置が義務付けられています。

卓話では、私が勤務する三井住友信託銀行がどう

エンロン事件(米)に始まり、カネボウや東芝な

いった業務を行っているのかについて、ご説明させ

どといった会計不正事件などで、監査法人や監査

ていただきました。

役の仕事に注目が集まりました。

三井住友信託銀行は、2012年4月に、三井信託銀

それともう一つ、関西大倉学園の評議員もして

行、中央信託銀行、北海道拓殖銀行の合併行である

います。

中央三井信託銀行と、住友信託銀行の4行が合併し

今学校は、戦後最大の教育改革を迎えようとし

て誕生した「国内唯一の独立系専業信託銀行」です。

ており、舵取りが非常に難しい時期にきていま

三井信託銀行の初代取締役社長は、日本ロータ

す。背景には、ＡＩ技術の発展による職業の変

リークラブ創立者である米山梅吉氏です。

化、外国人留学生採用等に見られるグローバル化

そのご縁により、ロータリーからの要請に応え、

といった社会情勢。加えて少子高齢化、教職員の

関連カード会社にてロータリアン専用の「ロータ

労働問題なども大きな課題になっています。

リーダイナースカード（個人用）」の取扱いを昨年

文科省は、「学力の3要素」＝①知識・技能、②

より開始しております。

思考力・判断力・表現力(スキル)、③主体性を

特徴としては、国際ロータリーのロゴと会員IDを

もって多様な人々と協働して学ぶ態度を育て、変

カード券面へ刻印、カードのご使用金額の0.3%相当

化の激しい時代を生きる子どもたちが、社会の中

額をロータリーへ還元でき、ロータリー財団への寄

で活躍できる資質、能力を育成するとしていま

付や国際ロータリーへのお支払が可能。

す。

このカードを使えば使うほど、ポリオ撲滅の活動資

これらの課題を解決していくため、昨年からみ

金を支援することができるカードとなります。

らい委員会という会議体を設置し、私もその一員

お申し込みには特別な申込用紙が必要となりますの

として参加し取組んでいるところです。

で、ご興味のある方はぜひお声掛けくださいませ。
これからも、クラブに貢献できるよう尽力致しま

その他
①大相撲池田くれは場所について
チケット販売をチケットぴあに依頼する。
9月5日より発売、青井会員にWEBページからのリ
ンクを依頼する。
次回理事会は10月1日の予定、次々回理事会は11月
第1例会が池田RCとの合同例会のため、第2例会前
（11月12日）に行う予定。

[2]

朗子

すので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

9月の結婚記念日
乾

[3]

禎則・貴子

ご夫妻

9月20日

