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ニコニコ報 告

出

田中 隆弥 会長 … 地区委員の皆さん、地区チーム研
修セミナーへ出席ありがとうござ
いました。

席

補 正

例会日

2019年 2月 4日

2018年 12月 17日

例会回数

1532

Ａ 会員数

乾

Ｃ 出 席 義 務 者 数 Ａ -Ｂ

Ｂ 出席免除者数
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

池田 吉清 会員 … 欠席おわび!!

回

出席率

％

1533

1533

1529 回

32 名

33

名

5 名

5

名

27 名

28

名

4 名

1

名

23 名

27

名

4 名

4

名

0

名

Ｇ メークアップ数

吉井 順子 会員 … 風邪を引いて1週間!雪景色でも見
れば治りますかネエ!!

18

告

ホーム

藤原 史郎副会長 … 本日卓話です。よろしくお願い
します。
禎則 会員 … 確定申告はじまりました。風邪が
はやっているようですが皆さん気
を付けて下さい。

報

2

８７.１０％

９６.８８％

3月4日(月)

2月25日(月)

2月18日(月)
「パソコンワンポイントアドバイス」

「社会保障制度と人口動態について考える」 々
週

担当：青井 秀浩 会員

担当：加藤 光祥 会員

回
週

～

月間によせて ～
「水と衛生月間」

担当：子安 丈士 会員

奥村 雅一 会員 … おつかれさまです!!
前々々例会

子安 丈士 会員 … 欠席おわびします。

なし

坂田 妙子 会員 … 大坂なおみ選手が世界ランキング
1位という日本人初の快挙を成し
遂げました。素晴らしいです。
中村

12月17日分のメークアップ

ROTARYDAY・フレッシュロータリアン

武 会員 … 社内でインフルエンザ患者が出ま
した。私も移ってるかもしれませ
ん。今日はマスクで失礼します。

合 計 15,000円

累 計

833,340円

2月のお誕生日お祝い

2019年2月9日（土）、国際ロータリー第2660地
区IM第1組ROTARYDAY「次世代へのインスピレーショ
ン 育てよう行動する若者を!」が、NHK大阪ホー
ルにて（ホストクラブ：大阪大淀ロータリークラ
ブ）行われました。ロータリアン約300人、一般参
加約400人と会場はほぼ満席で、子供達もたくさん
参加されていました。
第一部ではNPO法人ヒーローズ会長・感動人生プ
ロデューサー林敏之さんの基調講演「感性を研ぎ澄
ませ!楽しく!苦しく!美しく!」があり、第二部では
坂田好弘さん、林敏之さん、大東和美さん、五郎丸
歩さん、村上晃一さんと、林敏之さんの同志社大
学ラグビー部の先輩でもある大阪大淀ロータリーク
ラブの村岡正啓会長によりますシンポジウム「繋ご
う未来への感動を！ノーサイドのあとに」をテーマ
にディスカッションが行われました。

ビ ジ タ ー

米山奨学生

鄭

その後、プリムローズ大阪においてフレッシュ
ロータリアンが行われました。
当クラブからは、田中会長（ガバナー補佐エレク
ト）、高原幹事、沢田会員、乾会員、坂田会員、奥
山会員、庄田会員が参加しました。

詩頴 様
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会長の時間

一標語とされました。ロータリーの思想の流れを
感じます。
1992年規定審議会で、社会奉仕に関する新声明と
して決議92－286号が採択されました。これは当初
決議23－34号と共に使用されるという但し書きがつ
いていましたが、2007年、2010年の手続要覧にはそ
の但し書きが記載されなくなっていました。決議92
－286号は個人奉仕と共にクラブの団体奉仕を推奨
し、さらに国際ロータリーが積極的に奉仕の実践例
を提案することが明記されています。ロータリー運
動を徐々に団体奉仕が可能な方向に軌道修正しつつ
あることが伺われます。
2007年11月の国際ロータリー理事会において、エ
ド・フタ事務総長らにより決議23－34号が社会奉仕
の理念、国際ロータリーとクラブの原理を正確にに
記すものではないとの理由で、これをロータリー章
典と手続要覧から削除する提案がなされました。当
時の日本人国際ロータリー理事はこれを阻止すべく
懸命に水面下で交渉を重ねた結果、『（国際ロータ
リー）理事会は「社会奉仕に関する1923年の声明」
の歴史的価値を鑑み、これを今後発行する「手続要
覧」に掲載するよう、事務総長に要請した(ロータ
リー章典8.040.3)』という文言が2013年手続要覧に
掲載されました。
2010年4月開催の国際ロータリー規定審議会にお
いて、決議23－34号の第１項をそのままロータリー
奉仕の理念の定義とする決議案が日本の3地区から
共同で提案され、圧倒的多数で可決されました。

会長 田中隆弥

ロータリーの歴史に学ぶ⑪
皆さんこんばんは。
さて前回に引き続き決議23－34号についてです
が、決議23－34号関係の最近の動きについてお話
します。
1930年代からロータリーの奉仕理念（The ideal
of service）の持つ意味合いが変わってきました。
1931年に国際ロータリーが発行した「目標設定プ
ラン」ではロータリーの奉仕理念とは①超我の奉
仕②最もよく奉仕する者、最も多く報いられる③
他人への思いやり④人にしてもらいたいと思うこ
とは何でも、あなた方も人にしなさいという四つ
の言葉が示されています。さらに1937年ニース国
際大会では、奉仕理念とは他人のことを思いやり
他人のために尽くすことで、これを通じてロータ
リアンは自らの職業の規範を高めながら国際理解
と親善と平和を推進するために自らの地域社会に
役立つように努力していると述べられましたが、
これは明らかに人道的奉仕活動を指しています。
そして1954年には、多くのロータリークラブがそ
れぞれの地域社会で行っている社会奉仕活動の素
晴らしい業績に加えてロータリー運動は人類全体
にわたって他人のことを思いやり他人のために尽
くすようになるまで超我の奉仕の活動に参加する
ように説得すべきであると述べられました。この
ようにロータリーの奉仕理念は職業奉仕から社会
奉仕へ代わっていったのです。
1960年代からの世界社会奉仕概念の伸長とロー
タリー財団の巨大化に伴い、決議23－34号の削除
提案が何度も出されました。その都度日本を中心
とするシニア・リーダー達の努力で撤回を重ねて
おりましたが、1987年に国際ロータリー職業奉仕
委員会が出した職業奉仕に関する声明にはクラブ
が職業奉仕を実践することが明記され、1989年に
は標語の順序が入れ替わって『超我の奉仕が』第

決議２３－３４号（社会奉仕に関する1923年の
声明）第１項
ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、
それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人の
ために奉仕したいという感情のあいだに常に存在す
る矛盾を和らげようとするものである。この哲学は
奉仕―『超我の奉仕』の哲学であり、これは、『最
もよく奉仕する者、最も多く報いられる』という実
践的な倫理原理に基づくものである。
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幹

事

報

幹
第8回理事会議事録

告
日時

①地区より、地区青少年のためのハラスメント相
談窓口の設置及びセクシャルハラスメント予防
啓発ポスターの送付の案内が届いております
（会長、今井委員長宛）。

2019年2月4日 17：30～

場所

事

報

告

卓

地区チーム研修セミナー

話

ブリッジ

国際ロータリー第2660地区

理事数 11名
出席者（敬称略）
理 事 11名
田中、高原、岸添、松室、藤原、服部、池田、
岡本、沢田、今井、乾
オブザーバー 1名
青井

②大阪そねざきロータリークラブより、創立２５
周年記念特別講演及び祝宴の案内が届いており
ます（会長、幹事宛）。
③２月のロータリーレートは1ドル110円です。

2019-20年度のための「地区チーム研修セミナー」
報告

のRI会長テーマ、及び地区スローガンについての

第2号議案 2019-2020年度各委員会組織について
岡本会長エレクトより説明があった。
承認
第3号議案

その他
なし

クラブフォーラム④
職業奉仕委員会

委員長

藤原 史郎

説明がありました。

会員

2019-2020年度

今年度国際奉仕委員会としては、

『ロータリーは世界をつなぐ』
●ミャンマーへのランドセル寄付

2019-2020年度

●台湾の台北老松ロータリークラブとの友好クラ

“STAND BY YOU”

●米山奨学生

次回理事会は3月4日の予定。

以上

クラブ奉仕委員会

委員長
高原 誠一郎

詩頴さんの受け入れ

続いて、下記の通りセミナーが行われました。
・次年度予算案の説明：

を行ってきました。

地区財務委員長 清水高士様

一方、本年度においては３５周年記念の冠をつ

・地区組織・地区行事説明：

けての青少年奉仕委員会のスマイルキャンプの開

地区代表幹事

奥村 雅一

沢田 武司

奥村 雅一

高橋 仁

子安 丈士 東浦 敬

プログラム・会報広報雑誌小委員会

沢田 武司

吉井 順子

青井 秀浩 今井 卓哉

中村 武
奥山 裕治
國司 真相

服部 潤承

北川 智司

松室 利幸

谷口 浩

中西 博之

坂田 妙子 山内 邦夫 藤原 史郎

ロータリー財団小委員会

中西博之

新谷 秀一

米山奨学小委員会

坂田妙子

長嶋 貞孝

正岡 哲

今井卓哉

石田 貴子

東浦 敬

沢田武司

新田 耕平

職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会

青少年奉仕委員会
会場監督

２０１９～２０２０年度
会長指名特別委員会

岡本 厚

田中 隆弥

危機管理委員長

今までも地区補助金を使って、ふれあい広場、

子安 丈士

坂田 妙子

松室 利幸 岸添 広一 中西博之

・ガバナーノミニーご挨拶：簡

本日、国際奉仕委員会のクラブフォーラムにお

加藤 光祥 中西 博之 高橋 仁

庄田 佳保里

岡本 厚

田中 隆弥

当クラブからは、下記7名が出席いたしました。

の奉仕活動について各会員の熱い思いをお話して

田中隆弥

IM第1組ガバナー補佐

いただきたいと思います。

今井卓哉

RYLA委員会副委員長

ロータリー財団の補助金には、皆様もご存じの

奥山裕治

社会奉仕委員会副委員長

ように、地区補助金とグローバル補助金がありま

坂田妙子

米山奨学委員会委員

す。２月１６日土曜日補助金管理セミナーが行わ

高原誠一郎

インターアクト委員会委員

れます。補助金申請は早々に行わなければなりま

沢田武司

公共イメージ向上委員会委員

せん。その意味も兼ねて次年度の話ですが、この

國司真相

国際奉仕委員会委員

機会に話し合っていただきたいと思います。

特別委員会組織

議題

池田 吉清 藤原 史郎 松室 利幸 岸添 広一

・次年度の奉仕活動

以上

2月の結婚記念日

・台北の老松ロータリークラブとの付き合い方・

池田 吉清 藤原 史郎 松室 利幸 岸添 広一 中西 博之

奉仕活動について
戦略計画特別委員会
インターアクト特別委員会

岡本 厚
田中 隆弥

田中 隆弥

池田 吉清 藤原 史郎 松室 利幸 岸添 広一 服部 潤承

高原誠一郎 中西 博之 今井 卓哉 乾 禎則
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沢田 武司 坂田 妙子

仁一GN

いて、ロータリー財団の補助金を利用した次年度

地区補助金の利用を考えて。
細則検討特別委員会

勉PG

・地区大会PR：大阪西南RC

どの奉仕活動をしてまいりました。

坂田 妙子 北川 智司

片山

・各委員会別協議：各委員会

母子家庭のＵＳＪへの招待、子ども移動動物園な

親睦活動・出席・歌唱小委員会

髙谷晋介様

・危機管理委員会報告：

動ではないかと考えております。

委員

RID 2660スローガン

～あなたと共に～
鄭

催、大相撲池田くれは場所もある意味社会奉仕活

各委員会組織

RI会長テーマ

“ROTARY CONNECTS THE WORLD”

ブの締結

報告事項
田中会長（ガバナー補佐エレクト）より、15RC
会長幹事会の報告があった。

２０１９～２０２０年度

場：大阪国際会議場3FイベントホールＥ

四宮孝郎ガバナーエレクトより、2019-2020年度

第1号議案 上半期会計報告について
幹
事 報 告
乾会計より報告があった。（田中会長より補足説明）
承認

2019-2020年度地区出向者一覧
地区諮問委員会委員
新谷 秀一
地区ガバナー補佐
田中 隆弥
地区ＲＹＬＡ委員会副委員長
今井 卓哉
地区社会奉仕委員会副委員長
奥山 裕治
地区ロータリー財団委員会委員
中西 博之
地区米山奨学委員会委員
坂田 妙子
地区インターアクト委員会委員
高原誠一郎
地区公共イメージ向上委員会委員
沢田 武司
地区国際奉仕委員会委員
國司 真相
地区青少年交換委員会委員
石田 貴子

会

山本博史ガバナーのご挨拶でセミナーが始まり、

審議事項

⑤次回例会は、２月18日ですので、宜しくお願い
申し上げます。

時：2019年2月2日(土) 13:30～16:10

出席者：地区内ロータリアン約220名

欠席者（敬称略）
中西

④２月９日(土)はＮＨＫ大阪ホールにて、ＩＭ第
１組ロータリーデーが開催されますので、ご出
席の程、宜しくお願い申し上げます。

日

高原誠一郎

奥山 裕治

グローバル補助金の利用を考えて。
以上よろしくお願い申しあげます。
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加藤光祥・順子

ご夫妻

2月 9日

岡本

厚・尚子

ご夫妻

2月28日

高橋

仁・智子

ご夫妻

2月12日

