31
ニコニコ報 告

出

田中 隆弥 会長 … 新年おめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
米良 朗子 様

… 短い間でしたが、大変お世話に
なりありがとうございました。
何のお返しもできぬまま、去っ
てしまうことになり申し訳ござ
いません。皆様のご健康とご多
幸をお祈りしております。

席

報

ホーム

補 正

例会日

2019年 1月 7日

2018年 12月 3日

例会回数

1530

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

回

33

名

5 名

5

名

27 名

28

名

1 名

4

名

25 名

24

名

3 名

2

名

3

名

Ｆ 出席免除者出席数
Ｇ メークアップ数
％

９６.６６％

９６.９７％

藤原 史郎副会長 … 1月11日結婚記念日です。
新年会ご苦労様でした。
前々々例会

服部 潤承副会長 … 明けましておめでとうございま
す。今月は私の誕生日です。

岡本

厚 会員 … 1月5日ボタン鍋新年会ありがとう
ございました。

沢田 武司 会員 … 新年会楽しかったです。親睦委員
会のメンバーの皆さんありがとう
ございました。
乾

禎則 会員 … 新年会ありがとうございました。
本年も宜しくお願い致します。

今井 卓哉 会員 … 新年会ありがとうございました。本
年もよろしくお願いいたします。

2月4日(月)

「Time,Not Timing」
～日本の資産を世界で活かす～

「クラブフォーラム④」

担当：東浦

敬

会員

会長の時間

加藤 光祥 会員 … 本年もよろしくお願い致します。

週
・
担当：国際奉仕委員会

れ現在に至っています。２つの標語のロータリー

会長 田中隆弥

モットーとして公式採用は1950年）その後アメリ

12月 6日
12月 7日
12月 7日
12月16日

例会外親睦会出席（出席免除者）
地区大会出席（出席免除者）
地区大会出席
ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席

的に行うクラブも出てきました。
ロータリー運動を職業奉仕として捉えた＜理論
派＞は、ロータリークラブの使命は、ロータリア
ンに「奉仕の心」を形成させることであり、個人

武 会員 … あけましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い致しま
す。新年会に参加出来なくて残念
でした。

58,000円

累 計

794,340円

個人がHe(One) profits most who serves bestと
Service above selfの心を持って自分の職場や地
域社会の人々の幸せを考えながら、職業人としての
生活を歩むことであると考えました。すなわち、ク

ロータリーの歴史に学ぶ⑨

ラブの例会で会得した高いモラルに基づく「奉仕

皆さん、新年おめでとうございます。本年もど

の心」で事業を行い、その考えを業界全体に広げ

うぞよろしくお願い致します。

てゆくことが、すべての人々に幸せをもたらし、

さて一昨日の新年会『ぼたん鍋』もとても楽し

それが地域社会の人々への奉仕に繋がることを確

い時間を過ごすことができました。奥山委員長、

信していたのです。

岡本会長エレクトに大変お世話になりました。あ

これに対して、人道的奉仕活動に重きを置く＜実

りがとうございました。

践派＞は、現実に身体障がい者や貧困などの社会問

本日17：30よりブリッジにて第7回理事会が開

題が山積し、これまでにロータリークラブが実施し

催され、次年度の各委員会委員長が承認されまし

てきた社会奉仕活動が実効をあげていることを根拠

た。詳細は週報に掲載致します。

退会挨拶

石田 貴子 会員 … おめでとうございます。皆様今年
もよろしくお願い致します。

例 会 休 会

動が活発となり、金銭的奉仕や身体的奉仕を積極

合 計

奥村 雅一 会員 … 今年もよろしくお願いします!!

々

正岡 哲会員
新谷秀一会員
子安丈士会員
國司真相会員

庄田佳保里 会員 … 新年会のボタン鍋おいしかったで
す!

吉井 順子 会員 … 楽しい新年会ありがとうございま
した!!今年もどうぞよろしくおね
がい致します。

2月11日(月)

カで身体障がい者の保護、教育という社会奉仕活

中村

哲 会員 … 新年明けましておめでとうござい
ます。

1531

長嶋貞孝会員 12月 6日 例会外親睦会出席（出席免除者）

北川 智司 会員 … 元旦、夫婦でボヘミアンラプソ
ティーを見てきました。映画館で
は歌えなかったので、新年会で叫
んでしまいました。みなさま申し
訳ございませんでした。

松室 利幸 会員 … 本日卓話当番です。今月は職業奉
仕月間です。
今日は皆さん一緒に職業奉仕につ
いて語り合いましょう。

青井 秀浩 会員 … 明けましておめでとうございま
す。生まれて初めてハワイに行っ
てきました。イルカと一緒に泳ぎ
ました。
高橋

1月28日(月)

ニコニコ続き
奥山 裕治 会員 … 新年会に多数出席いただきありが
とうございました。今年もよろし
くお願いします。

池田 吉清 会員 … 結婚記念日です。

正岡

12月3日分のメークアップ

石田貴子会員 12月 6日 例会外親睦会出席

岸添 広一 会員 … 新年あけましておめでとうござ
います。本年もよろしく!!

1531

1527 回

32 名

Ｂ 出席免除者数

出席率

28

告

Ａ 会員数

高原誠一郎 幹事 … 明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い申し
上げます。

1

にことごとく＜理論派＞と対立しました。＜実践

また地区ガバナーより坂田地区米山奨学委員と

派＞から見れば、奉仕の機会を見出してそれを実践

私宛に、2019学年度米山記念奨学生選考委員の委

することこそロータリー運動の神髄であり、単に奉

嘱状が届いております。

仕の心を説いたり奉仕理念の提唱に止まる＜理論
派＞の態度は責任回避としか映らなかったのです。

仁 会員 … たん生日の朝、娘の一言「おたん
生日おめでとう ほんで 1000円
貸して」

國司 真相 会員 … 新年あけましておめでとうござい
ます。

これより12月3日に引き続き職業奉仕のお話です。

両派の論争は、奉仕の主体をクラブに置いて多額の

1911年のポートランド大会で、2つの標語 Service

金銭的支出を伴う団体奉仕（We serve）とするか、

not self（1920年からはService above self）と

ロータリー創立の理念を守り奉仕の主体を個人に置

He(One) profits most who serve best が採択

くか（I serve）、さらに金銭的奉仕の是非にまで

されました。（しかしService not selfは己を犠

発展して、1917年に29クラブがライオンズクラブを

牲にして他人のために尽くすという禁欲的、宗教

設立しロータリーは分裂しました。

的意味を持っているということで1921年の国際大

坂田 妙子 会員 … 新年明けましておめでとうござい
ます。米良さん短い間でしたがた
くさん勉強させていただきまし
た。縁に感謝致します。

米良朗子さんロータリーにご尽力頂き
ありがとうございました。お元気で

[6]

その後も＜理論派＞と＜実践派＞の論争が続き

会でこれを廃止してHe profits most who serve

ましたが、1923年のセントルイス大会で論争の終

bestのみにする決議案が提案されましたが否決さ

止符が打たれることになったのです。

[1]

幹

事

報

幹
第7回理事会議事録

告

➀地区より、地区ロータリー財団 補助金管理セ
ミナーのご案内が届いております（岡本会長エ
レクト、池田会長ノミニー、奥山次年度社会奉
仕委員長、國司次年度国際奉仕委員長宛）。

日時

2019年1月7日

場所

池田商工会議所

②1月のロータリーレートは1ドル112円です。

出席者（敬称略）

③次回例会は、1月28日となりますので、お間違
いない様、宜しくお願い申し上げます。

理

事

報

告

17：30～

職業奉仕といえると思います。
②については、問題は何のために仕事をするの

事

11名

くると思います。ロータリー的にはそこに奉仕の
理念があるのかというのが重要だと思います。

11名

③については私の体験談でありますが、入会当

田中、高原、岸添、松室、藤原、服部、

初は職業奉仕という概念を誤って理解していたと

池田、岡本、沢田、今井、乾

いうお恥ずかしいお話です。

オブザーバー

1名

残念ながら、時間が少々不足しておりましたで

青井

十分な議論が交わされなかったのが心残りではあ

クラブフォーラム③「職業奉仕って何？」
職業奉仕委員会

幹 事 報 告
欠席者（敬称略）
中西

鄭

(卓話）続き
場であるといわれる所以でありましょう。立派な

話

か、受益者が誰なのかによって少々観点は違って
理事数

ビ ジ タ ー

米山奨学生

卓

委員長

りますが、職業奉仕についてメンバーの皆さんと

松室 利幸 会員

一緒に考える充実した時間となりました。

１月は職業奉仕月間です。ロータリーの友１月
号には「ロータリーと職業が重なり合うところ、

委嘱状授与

審議事項

つまり仕事を通じてロータリーの理念を実践する

第1号議案

2019-2020年度各委員会委員長承認の件

のが職業奉仕なのです。」とバリーラシンRI会長

岡本会長エレクトより、添付資料の

はシンプルに述べられています。職業奉仕につい

田中会長と坂田地区米山奨学委員に、2019学年度
米山記念奨学生選考委員の委嘱状が授与されました。

とおり各委員会委員長候補者の紹介

ては、RIをはじめ日本のロータリアンの中でも

がされた。

色々な考え方があって、これこそが職業奉仕だと

承認

明快に言い切るには少々難があろうかと思いま

なお、2019-2020年度地区出向予定者

す。なぜなら、ロータリーの歴史そのものが親睦

はすでに理事会承認を得ており近々

から始まり色々な奉仕の理念を取り込んで発展し

委嘱状が届く予定。

てきたからです。

詩頴 様

1月のお誕生日お祝い

そこで、今月のクラブフォーラムは3つのテー
第2号議案

ブルに分かれて頂きそれぞれ下記の設問について

その他
米良会員が転勤のため2018年12月31

グループごとに討議頂き、それぞれ代表の方々に

日付けをもって退会。

発表して頂きました。

承認

①例会で、各会員が自分の職業について話し、互

2019-20年度RI会長がテーマを発表
マーク・ダニエル・マローニー国際ロータリー
会長エレクトは、2019‐20年度の会長テーマ、
「ロータリーは世界をつなぐ」を発表しました。
https://www.rotary.org/en/node/5763

いの職業について学び合うことは職業奉仕とい
次回理事会は2月4日の予定。

えるのでしょうか。
以上

②会社で人を雇い、利益をあげて納税することが
職業奉仕といえるのでしょうか。

２０１９～２０２０年度
クラブ奉仕委員会

各委員会委員長
委員長
高原誠一郎

(敬称略）
委
員
奥村 雅一 沢田 武司

③入会１年目のMさんは、クラブの社会奉仕事業
である「ふれあい広場」の開催にあたり、会場
である久安寺に設置する看板の製作を社会奉仕

親睦活動・出席・歌唱小委員会

奥村 雅一

委員長より依頼されました。その際に、委員長

プログラム・会報広報雑誌小委員会

沢田 武司

は「M君、看板の製作は職業奉仕で頼むで！」

中村 武
奥山 裕治
國司 真相

と言われ、Mさんはクラブへ看板を寄付するこ

職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会

中西 博之 坂田 妙子

Mさんのとった行動はロータリーの職業奉仕だ

ロータリー財団小委員会

中西 博之

といえるのでしょうか。

米山奨学小委員会

坂田 妙子

発表者の方々は、さすがにロータリアンといえ

青少年奉仕委員会
会場監督

今井 卓哉
沢田 武司

[2]

ロータリーの友1月号とガバナー月信1月号に、
「クラブ創立35周年記念事業
平成30年大相撲秋巡業 池田くれは場所開催」

とだと思い、その代金を請求しませんでした。

の記事を、服部潤承プログラム・会報広報雑誌小
委員長より投稿して頂きました。

るほど模範的な回答を頂きました。

ぜひご一読下さい。

①についてはまさにロータリーの例会は修練の

[5]

ミャンマー ランドセル贈呈式 報告

ミャンマー ランドセル贈呈式 報告
去る1月17日から20日にかけて、田中会長、岡本
会長エレクト、服部副会長、高原幹事、乾次期幹
事、國司次期国際奉仕委員会委員長でミャンマー
へ2泊4日でまいりました。
午前中に関西国際空港を出発し、ベトナム・ハ
ノイ空港で乗り継ぎミャンマー・ヤンゴン空港に
到着。到着後、設立されて3年目のミャンマー米
山学友会の役員の皆様と、日本語学校の関連の方々
と会食。
2日目午前中には昨年国際奉仕活動としてラン
ドセルを寄贈いたしましたナッマウッ寺子屋を視
察、1年生の教室にてランドセルの贈呈式を行
いました。色とりどりのランドセルを大切に愛
用されてました。なによりも、純粋な子供達の目
に心を打たれました。
2日目午後、3日目午前中と寺院、パゴダ、市
場、クルージングなどを日本語学校の代表である
カインさんにご案内いただきました。
ミャンマー米山学友会の皆様との交流、ナッマ
ウッ寺子屋への視察、意義ある旅となりました。
街のパワーにこちらも元気をいただきました。
次年度国際奉仕委員長

國司

真相

[3]

表

新年会photo

彰

◆ロータリー財団 100％「Every Rotarian Every Year」
クラブバナー

◆ロータリー財団 100％「ロータリー財団寄付」
クラブバナー

地区委員会報告
第7回RYLA委員会（Team RYLA定例会）報告
◆ロータリー財団 End Polio Now 感謝状

日 時：2019年1月17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11名、Team RYLA 8名
協議・報告事項：
★2018～2019年度「春のRYLAセミナー」
日時：2019年4月27日(土)～29日(月･祝)
場所：ホテル セイリュウ
チラシ確認・予算案確認（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
進捗状況確認（大阪南RC）
★2019年～2020年度「春のRYLAセミナー」
日時：2020年5月2日(土)～4日(月･祝)
場所：大阪府立青少年海洋センター(予定)
（大阪城南RC）
★ローターアクト「第2回 地区献血」
日時：2019年2月17日(日) 10:00～16:00
場所：①難波バス停横 ②イオン大日前
③樟葉駅前 ④梅田HEP前 ⑤京橋駅前
ご協力よろしくお願いします。

◆ロータリー財団 地区奉仕賞（累計で年次基金寄付
が6,000ドルに達した方） 谷口 浩 会員

報告者

地区RYLA委員会委員

今井卓哉
以上
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