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10月1日(月)

～　例会休会　～

皆さんこんばんは。9月10日の会長の時間です。

ロータリーの歴史に学ぶ⑤
９．“サービス”概念の提唱

　全米RC連合会第1回大会最終日の晩餐会の席で、

シェルドンが「商業サービス」に関するafter-

dinner speech（卓話）を行いました。スピーチ

の概要は、

　19世紀の実利主義の特徴は競争にあり、世紀末に

は毎日が食うか食われるかという人間の本能をむき

出しにした争いが最高潮に達していましたが、20世

紀になって人類は知性の黎明期を迎えました。20世

紀の実利主義の特徴は協力することにあり、他人に

利益をもたらすことこそが正しい経営学であるとい

うことでした。

それゆえに、

　仲間に対して最もよくサービスしたものが最も

多くの利益を得る

　He profits most who serves his fellows best.

ということが理解できます。この考え方が、ロー

タリーの第二標語に採用されました。

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる
　One Profits Most Who Serves Best.
　

１０．国際RC連合会への移行、各クラブへの推奨

定款

　RCの海外展開の結果、「全米RC連合会」は国際

化することが求められました。1910年連合会の名

称を「国際RC連合会」に変更するとともにポール

・ハリスを名誉会長に推挙しました。また初代事

務総長にはチェスリー・ペリーが選ばれ、彼は実

に30年間この職を務めました。「国際RC連合会」

は各クラブの集合体であり、各クラブに対して上

位団体としての監督・命令権がありませんので、

当時の連合会と各クラブはそれぞれ別の定款を持

っていました。

　国際RC連合会が各クラブに推奨したロータリー

クラブの定款（Object）は次のようなものでした

（1912年）。

　①社会へ奉仕する際には、合法的な仕事の価値

　　とその仕事への誇りを高める。

　②職業における高い倫理水準を奨励する。

　③事業情報と経営法の意見交換によって事業効

　　率を上昇させる。

　④相互扶助活動に際して交友関係の増進を図る。

　⑤公共の福祉と市民との協調関係を進展させる。

　この条文の中で何より注目すべきは、第1項に

記された「社会へ奉仕する」という言葉で、第2

項の「職業における高い倫理水準」という言葉と

ともに、これ以降の国際RC連合会から国際ロータ

リー（RI）を通じて作成・改定されて現在に繋が

っているすべての条文の中に100年以上にわたっ

て継承されています。

　また第4項にある「交友関係」という単語は、

RIが相互扶助活動を放棄した1922年以降も奉仕の

授受関係の中で大切な人間関係を表す言葉として

現在の定款にまで残っています。

出　席　報　告

1520 回 1517 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 25 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 28 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ ９３.７５％   １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年9月10日  2018年8月20日

合 計　24,000円　 累 計　390,000円

「米山奨学生担当卓話」

田中　隆弥　会長 …

乾　　禎則　会員 …

加藤　光祥　会員 …

吉井　順子　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

米良　朗子　会員 …

中村　　武　会員 …

庄田佳保里　会員 …

本日、アサンプション国際中高
IACの例会、理事会に出席してき
ました。

欠席おわび

欠席お詫び

敬老の日に向けて何かと準備に追
われています。

2回欠席　育児で寝不足です。

おつかれさまです!!

欠席おわび

先日の台風についてお見舞い申し
上げます。皆様、おけが、ご自宅
など大丈夫でしょうか？

本日、卓話です。宜しくお願いし
ます。

本日卓話です。あたたかく見守っ
て頂ければ幸いです。

前々々例会　8月20日分のメークアップ　　　
中西会員　8月 9日 第2回地区ロータリー財団委員会出席
國司会員　8月23日 ワールド大阪ロータリーEクラブ出席
岡本会員　8月26日 例会外親睦会出席
  

担当 米山奨学小委員会　

～　月間によせて　～

米山月間

①地区より、現役米山奨学生及び米山学友に対し

　まして地区大会参加のお願いが届いております

（会長、坂田委員長、吉井会員、石田会員宛）。

②地区より、青少年交換派遣候補生選考会の案内

　が届いております（会長、幹事宛）。

③地区より、ＩＭ第1組フレッシュロータリアン

　研修交流会事前打合せの案内（沢田委員長宛）。

④11月の理事会ですが、本日の週報では11月12日

　となっておりますが、11月7日に変更いたしま

　す。詳細につきましては、改めてお知らせいた

　しますので宜しくお願い申し上げます。

⑤次回例会は、10月1日(月)です。9月17日及び

　9月24日は休会ですのでご注意下さい。

     第9回米山功労者 マルチプル 山内会員

     第7回米山功労者 マルチプル 田中会長

     第6回米山功労者 マルチプル 谷口会員

幹　事　報　告

ニ  コ  ニ  コ  報  告

米山功労者授与

卓話 米山奨学生 鄭 詩頴様　 担当 坂田 妙子 会員　

今井　卓哉　会員　10月24日

坂田　妙子　会員　10月 1日

石田　貴子　会員　10月 3日

岡本　尚子　様　　10月11日

青井　奈緒　様　　10月22日

10月の誕生日
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新 会 員 卓 話

中村　　武　会員

　昭和33年2月生まれ、現在満60歳を迎えること

が出来ました。

　還暦を迎えるにあたり人生を振り返りますと40

歳～43歳までの暗黒期が自分自身を大きく変える

3年間でした。無職・借金・離婚　つらい毎日で

した。先が見えない…　仕事が見つからない…

　そして、AIU損保（元AIG損保）との出会いが変

革期となります。43歳の8月に仮入社し2か月の研

修を受けて10月から正式入社が決定。そこから本

気で仕事をしました。

　おかげさまで会社にも認められ入社後4年で独

立して損保代理店を立上げました。

当時47歳です。　

　その後も順調に実績を伸ばし全国表彰も数回受

賞することが出来ました。

　その中でも海外表彰が記憶に残ります。家を出

るときから帰るまでの全ての交通費、食事は会社

持ちでホテルはスイートルームでの宿泊でした。

現地で使うのはおみやげ代だけでした。

　47歳～現在までが発展期となります。　発展期

が長いのはありがたいことですが少々不安です。

今後は後継者を探し、安定期を迎える努力をして

いきたいと思っています。

　そんな中、ロータリークラブに入会させていた

だき素晴らしい諸先輩たちと出会えたことに

とても感謝しています。今後ともよろしくお願い

いたします。

幹　事　報　告

　西日本豪雨、台風21号、北海道地震で被災され

た皆さまにお見舞い申し上げます。これらの異常

気象は、地球温暖化の影響もあると言われ、私の

仕事にも深く関係しています。活動の重要性を再

認識しております。

　今年7月に入会させて頂き、先月40歳を迎えま

した。ちょうど節目の年に人生の転換期がありま

した。

　静岡県清水市で生まれ10歳で池田市空港町へ、

石橋南小学校・北豊島中学校・池田高校と吹奏楽

部でユーフォニウムを担当、高校の部活で指揮者

となり主体性や度胸が身に付きました。立命館大

学政策科学部へ進学、地球環境問題に関心があり

20歳で市民として池田市の環境行政に関わりまし

た。

　一般企業で働いた後に30歳で転職、池田エコ

ミュージアムの立ち上げと運営をきっかけにNPO

法人いけだエコスタッフの理事長となり、仲間と

共に10年活動しています。

　

「2018-19年度クラブ職業奉仕委員長会議」報告書

職業奉仕委員長　松室　利幸

開催日時:2018年8月25日（土）10：00～12：00

場　　所:大阪科学技術センター　

会議概要：

　定刻通り地区職業奉仕副委員長の司会により開

会、山本ガバナーの挨拶、入谷地区職業奉仕委員

長の挨拶に引き続き「職業奉仕入門Ｑ&Ａ」の説

明を西口地区職業奉仕副委員長からあった。

　その後、ガバナー補佐エレクトで歴代地区職業

奉仕委員長の木越氏より「ロータリーは人づく

り」という演題で講演があった。その後、「クラ

ブが実践している人づくりの事例発表」があり、

大阪北ＲＣをはじめとする３クラブから発表が

あった。

　次に地区研修協議会に際に配布された職業奉

仕の各クラブの取り組みに関するアンケートの

結果報告が木下地区職業奉仕委員よりあり、最

後に片山直前ガバナーの講評の後、定刻通り閉

会となった。

配布資料：

①式次第と出席者一覧

②ロータリーの職業奉仕入門

③アンケート結果

④発表クラブより

⑤職業奉仕委員長へのお願い

所感：

　時代と共にＲＩの職業奉仕に対する考え方が変

わり、同じく地区もかつて推奨していた青少年を

対象とした、「出前事業」や「職場体験学習」と

いうプログラムから「各クラブのプログラム」を

通じて人づくりという視点での事業を推奨する方

向へと変わった。

　一方で、山本ガバナーや片山直前ガバナーは共

通して、ロータリーおいて、変えていかねばなら

ないことと、変えてはならないものがあるとする

ならば、ロータリーの歴史でありロータリーの創

立の原点である「職業奉仕」の理念は、今後も変

えてなならない大切なものであると話されたこと

に共感を覚えたと共に改めてロータリーの「職業

奉仕」の奥深さを再確認した、そんな意義深い一

日となった。　　　　　　　　　　　　　　

新 会 員 卓 話

 庄田佳保里　会員

2018-19年度クラブ職業奉仕委員長会議

RID2660　2018～2019年度　

クラブ青少年奉仕合同委員長会議　報告

青少年奉仕委員会　委員長　今井卓哉

日　時：2018年9月15日（土）13:30～16:35

場　所：大阪YMCA会館2Fホール

出席者：地区役員及び委員62名、クラブ委員73

名、      他8名　総計約143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）、高原誠一郎幹事（地

区インターアクト委員会委員として）、沢田武司

会員（当クラブ青少年奉仕委員会委員長代理とし

て）、乾　禎則会員（当クラブ青少年奉仕委員会

委員代理として）、今井卓哉（地区RYLA委員会委

員として）の5名が参加いたしました。

　まずは、「青少年奉仕活動と危機管理」と題し

まして、RID2680危機管理委員会委員長　黒田建

一様（西宮イブニングRC）による、青少年に対す

る様々なハラスメント及びその危機管理について

の講演があり、危機管理委員会の重要性と必要性

を説明されました。

　休憩をはさんで5つの青少年関連委員会（RYLA

委員会・ローターアクト委員会・インターアクト

委員会・青少年交換委員会・学友委員会）から、

活動報告及び活動内容の説明がありました。RYLA

セミナーのホスト未経験、RAC未提唱、IAC未提

唱、青少年交換プログラム未経験のクラブにとっ

ては、それぞれの活動に対して理解を深める有意

義な会議となりました。

ビ　ジ　タ　ー

　　　
  米山奨学生　鄭　詩頴　様

2018～2019年度 クラブ青少年奉仕合同委員長会議

ロータリーボイスより

　今月は、 経済と地域社会の発展月間です。

　国際ロータリーが運営するサイト『ロータリー

ボイス』（世界で行動する人びとの体験談とス

トーリー）に、地区代表幹事の宮里唯子さん（投

稿時は地区財団委員長）の記事「グローバル補助

金 申請のヒント」が掲載されています。

https://rotaryblogja.wordpress.com/category/

経済と地域社会の発展


