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12月10日(月)

「クラブフォーラム②」

　ロータリーの歴史に学ぶ⑥

　皆さんこんばんは。11月12日(月)会長の時間で

す。本日もお客様として米山奨学生の鄭詩頴さん

をお迎えしております。どうぞごゆっくりおくつ

ろぎください。

　さて、先週の例会は池田ロータリークラブとの

合同例会でしたね。いかがでしたか？楽しい時間

を過ごせましたか？

　先月は米山月間であり、会員の皆さんより多額

の寄付を賜っており、公益財団法人ロータリー米

山記念奨学会より感謝状が届いております。

　池田吉清会員　第4回米山功労者マルチプル

　奥村雅一会員　第1回米山功労者

　今井卓哉会員　第1回米山功労者

　乾　禎則会員　第1回米山功労者

　坂田妙子会員　第1回米山功労者

　また本日は年次総会5週間前であり、池田くれは

ロータリークラブ細則第3条第2節において、会長は

会長エレクトと相談のうえ幹事、副会長、会計、会

場監督および理事の各候補者の選出に入る。と定

められています。事実上本日より次年度への準備

が始まります。

　1月は職業奉仕月間です。まだ少し先なのです

が、職業奉仕とは？ということをこれから何週か

に亘りその歴史を紐解いてみようと思います。

　標準ロータリークラブ定款第6条第2項において、

奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専

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の認識を深め、あらゆ

る職業に携わる中での奉仕の理想を生かしていく

という目的を持つものである。会員の役割には、

ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業

を行うことが含まれる。と定められています。

　ロータリー発祥後しばらくして、ロータリーの

目的や存在理由について疑問を持つ人が出始めた

ので、ロータリーの新しい思想を考え、それを明

確にするための委員会が設置されて、アーサー・

フレデリック・シェルドンが委員長に任命されま

した。シェルドンがスピーチを行ったのは1910年

シカゴ大会、1911年ポートランド大会、1913年バ

ッファロー大会、1921年エジンバラ大会の４回で、

これらのスピーチとThe Rotarianに寄稿した論文

等により『He profits most who serves best』

という標語を提唱し、これがロータリーの標語の

一つとなりました。これは2004年の規定審議会で

『They profit most who serve best』に、また

2010年の規定審議会で『One profits most who 

serves best』に変わりましたが、日本語訳『最

もよく奉仕する者、最も多く報いられる』は変わ

っていません。

　職業奉仕を語る上で、ロータリー運動において

シェルドンの思想を重視する人たちを仮に＜シェ

ルドン派＞としましょう。日本での代表的な論客

はRID2680の田中毅PG（尼崎西RC）でしょうか。

また職業奉仕を職業倫理と捉える人たちを仮に＜

倫理派＞としましょう。日本での代表的な論客は

RID2680の深川純一PG（伊丹RC）でしょうか。さ

らに職業奉仕を宗教に捉える人たちを仮に＜天職

派＞としましょう。代表的な論客はRID3580の故

佐藤千尋PGでしょうか。

　これらの主張につきまして、次週にお話し致し

ます。

出　席　報　告

1525 回 1522 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 　5　名 　3 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 25 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ８３.８７％    ９６.８８％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年11月12日 2018年10月15日

合 計　35,000円　 累 計　606,000円

担当　社会奉仕委員会

田中　隆弥　会長 …

高原誠一郎　幹事 …

岸添　広一　会員 …

沢田　武司　会員 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　会員 …

新田　耕平　会員 …

吉井　順子　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

坂田　妙子　会員 …

中村　　武　会員 …

アサンプション国際中高IACの例
会に出席してきました。

当月、誕生日です。
ビクちゃんようこそ

水曜日の例会は出席できませんで
した。

連続挙績300個の表彰で出かけて
いました。欠席おわび

古希です。

欠席おわび

11月誕生日です。

本夕の打ち上げたのしみです。

本日卓話担当です。財団月間よろ
しくお願い致します。

おつかれさまです!!

米山奨学事業の寄付金のご協力有
難うございます。

昨日、娘の結婚式でした。幸せそ
うな娘の顔を見てたら涙腺がゆる
みっぱなしです。

前々々例会　10月15日分のメークアップ　　　

 石田貴子会員 10月18日 創立35周年記念事業大相撲

　　　　　　　　　　　 池田くれは場所　　　参加

 子安丈士会員 10月18日 創立35周年記念事業大相撲

　　　　　　　　　　　 池田くれは場所　　　参加

週報1525号の出席率が誤っておりました。下記の

通り訂正いたします。

 11月7日の出席率

 誤　93.33％　　正　74.19％

  

「私が今の施設を始めた理由」

①今月のロータリー　1ドル１１２円です。

②池田委員長より案内のありました麻薬・覚せい

  剤乱用防止センターによる国連支援募金箱の結

　果ですが、皆様のご協力で11,919円が集まりま

　した。ご協力ありがとうございました。

③地区より、地区大会信任状提出のお願いが届い

　ております（会長宛）

④地区より、ロータリー学友会総会の案内が届い

　ております（今井委員長宛）

⑤地区より、次年度ガバナー補佐　立候補推薦書

　の送付の案内が届いております（会長宛）

⑥地区より、次年度ガバナー公式訪問に関する案

　内が届いております（岡本会長エレクト宛）

⑦地区より、次年度地区委員会出向者推薦のお願

　いが届いております。（会長宛）

⑧地区より、2018‐19年度　意義ある奉仕賞につ

　いての案内が届いております（会長・幹事宛）

幹　事　報　告

ニ  コ  ニ  コ  報  告

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

　　

～　月間によせて　～

「疾病予防と治療月間」

第4回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

11月のお誕生日

第4回米山功労者マルチプル

担当：正岡　哲　会員担当：谷口　浩　会員

米山功労者

第1回米山功労者米山奨学生　鄭　詩頴　様

ビ　ジ　タ　ー

11月のお誕生日お祝い

公益財団法人 日本アニマルトラスト代表 甲斐尚子様

動物と私との生き様
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　前半で民法改正のお話をして、後半でロータ

リー財団のお話をします。

　基本法（いわゆる六法）の一つである民法が大

改正されます。正確に言うと、改正法が国会の審

議を経て既に成立しており、施行待ちの状態で

す。民法はさらに「総則」「物権法」「債権法」

「親族法」「相続法」というような分野に分ける

ことができますが、このうち「債権法」「相続

法」の二分野が大改正されます。

　「債権法」は、契約法と言い換えても良いかも

しれません。改正箇所は多岐にわたるのですが、

「マイナーチェンジ」という感じで、簡単に説明

するのが難しいところです。「保証」「時効」な

ど、契約に関するルールが2年後に少しだけ変わ

るので注意が必要な場合がある、というくらいに

頭の片隅に置いていただけたら良いのではないか

と思います。

　「相続法」は、「配偶者保護」という視点を軸

に、「配偶者居住権の創設」「自筆証書遺言の方

式変更・保管制度」など、実務に与える影響が大

きい改正内容が含まれています。

　最後に、財団寄付のお願いです。

　今一度おさらいしますと、ロータリー財団に関

して3種類の寄付そして目標金額があります。

●恒久基金寄付‥年間1000ドルを1クラブ1名以上

　（→田中会長・谷口会員からご寄付いただきま

　　した）

●年次基金寄付‥奉仕活動・慈善活動の補助金の

　原資‥年間150ドル（16,800円）

●ポリオプラス基金寄付‥ポリオ撲滅活動の原資

　‥年間50ドル（5,600円）

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

➀地区より、2019年ロータリー国際大会（ハンブ

　ルク）国際ロータリー第2660地区大阪地区ナイ

　トの案内が届いております（会長、幹事、藤原

　委員長宛）。

②地区より、11月7日のガバナー公式訪問につい

　て協力のお礼が届いております（会長、幹事　

　宛）。

③地区より、地区大会当日の案内とお願いが届い

　ております（クラブ会員宛）。

④11月のロータリーレートは1ドル112円です。

⑤本日、例会終了後にとり竹にて創立35周年事業大

　相撲秋巡業池田くれは場所の打ち上げを行います

　ので、ご参加の程､宜しくお願い申し上げます。

ロータリー財団月間
～　月間によせて　～

ロータリー財団委員会 委員長　中西 博之会員

（※当月のロータリーレートは1ドル＝112円）

　皆さまにお願いしたいのは②③の合計22,400円

です。

　例会にてお配りした「寄付袋」に22,400円（以

上）を入れて、ご記名もお忘れなく、事務局にご

提出いただけますと幸いです。なお、22,400円を

上回るご寄付をいただく場合、「上回る部分」を

②③どちらに充当されるのかも、よろしければご

指示ください。特にご指示が無ければ、②に充当

されるように取り扱います。

　何卒よろしくお願いいたします。

●11月号推奨記事

11月はロータリー財団月間です。

《横組み》
P7～17　
特集　ロータリー財団月間　世界でよいことをしよう
　P14～15で、ミャンマーのことが書かれていま

す。ぜひご一読下さい。

P33　よねやまだより
　第3代米山親善大使として紹介されております

エジプトの「アブデルアール・アハマドさん」

は、2014年11月に当クラブが社会奉仕・青少年奉

仕共同事業として池田市母子寡婦福祉会の皆様を

ユニバーサルスタジオジャパンへお招きした際、

当時米山奨学生としてお手伝いに参加して下さい

ました。

第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。
《縦組み》
P30～31（46～47）　
ロータリーアットワーク　
初めての近畿・四国合同地区委員会出席
　当地区の代表幹事であります茨木西ロータリー

クラブの宮里唯子さんの記事です。

　6月に大阪で開催されました「4地区合同地区委

員会」の様子が掲載されています。

私たちの財団

　ロータリー財団は、あなたの贈り物を自宅や世界

に近い生活を変える奉仕プロジェクトに変えます。

過去100年間、財団は人生を変える持続可能なプロ

ジェクトに30億ドルを費やしました。

　あなたの助けを借りて、私たちはあなたの地域社

会や世界中でより良い生活を送ることができます。

我々の使命
　ロータリー財団の使命は、健康の向上、教育の支

援、貧困の軽減を通じて、世界理解、親善、平和を

進めることをロータリアンが可能にすることです。

なぜ私はロータリー財団に寄付をするべきですか？
　あなたの寄付は、私たちの助けが最も必要な人

たちに差をつけます。寄付の90％以上が世界中の

奉仕プロジェクトを支援するために直接利用され

ています。

ロータリー財団はどのように寄付をしていますか？
　35,000のクラブは、私たちの6つの原因を支える

持続可能な奉仕プロジェクトを実施しています。あ

なたのような寄付で、私たちはすべてのポリオ症例

の99.9％を払拭しました。あなたの寄付はまた、将

来の平和のための人を育て、清潔な水を支え、地域

の経済を強化します。

1つの寄付にどのような影響がありますか？
　人生を救うことができます。子供はポリオからわ

ずか60セントで保護することができます。私たちの

パートナーはあなたの寄付をさらに進めます。ロー

タリー1名がポリオ撲滅を宣言するたびに、Bill＆

Melinda Gates財団は2ドルを献上しました。

https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

MyROTARYより

大相撲秋巡業池田くれは場所慰労会

第5回RYLA委員会（Team RYLA定例会）報告

地区RYLA委員会　委員　今井卓哉

日　時：2018年11月15日（木）18:00～21:00

場　所：ガバナー事務所　会議室

出席者：地区役員・委員12名、Team RYLA 5名

協議・報告事項：

★2018～2019年度「秋のRYLAセミナー」

　決算報告（茨木西RC）

★2018～2019年度「春のRYLAセミナー」

　テーマ：「We are ･･･」

　－君の宝を探そう！－（東大阪東RC）

★2019～2020年度「秋のRYLAセミナー」

　日時：2019年11月2日(土)～4日(月・祝)

　場所：箕面サントリー研修所（大阪南RC）

★第11回 全国RYLA研究会　案内

　日時：2019年2月3日(日) 10:00～16:50

　場所：アリストンホテル神戸　　　　　
以上

Pick Up ロータリーの友

地区委員会報告


