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ＲＩ会長 ジョン・ジャーム

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

2016～2017年度

1.真実かどうか
2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるかどうか
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・1年間会長を務めますご協力お願いします。 池田会員
・新年度を迎えて―。宜しくお願いいたします。
大東・古川・東坂・伊泊・岩本・川西
北田・北口・森原・長崎・大和田
各会員
・今年度も米山カウンセラーさせて頂きます。糸川会員
・岩本さんＧ補佐ご苦労様でした。 田中会員
・前年度会計無事終了しました。峠会員
・暑いですねー！ 宮城会員
・七月七日たなばた…夏の夜はﾛﾏﾝﾁｯｸです。 青田会員
・新年度遅刻のお詫び。 森川会員

今月のお誕生祝
峠・川西・森川 各会員

当 日 計
今期累計額
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¥38,000
¥38,000

≪会長の時間≫
会長

池田

文治

本日より１年間クラブ会長を拝命いたしました。重責ではございますが、会員の
皆様にご協力いただきながら精一杯務めさせていただきます、よろしくお願いいた
します。
さて、今日の会長の時間にお話しさせていただくことは「奉仕」と「サービス」
の違いについてです。私がサラリーマン時代は日産自動車の販売会社に勤めており
ました。当時の「サービス」とは「車の修理部門」の呼称でした。つまり車を修理
する事を「サービス」と言ってたわけです。
松本信也ガバナーの説明は次の通りです。
日本語の「奉仕」は自己犠牲の意味合いがあまりにも強く､“service”の本来の
意味と合致しません。
この「奉仕」と“service” の違いにつきまして、図にてご説明いたします。

＊奉仕 ＝ 一方的行為
矢印は個人から社会への一方向のみで、日本語では自己犠牲の意味合いが大き
いです。
＊service ＝ 相互的行為
矢印は個人と社会を循環しています。個人から社会へは「自己の成果を提供・
還元」し、結果、社会から個人へ「恩恵」が供給されます。
この図式をロータリー活動の際、常に当てはめて考えていただきます様、周知を
お願い申し上げます。
以上が松本ガバナーの説明です。とても分かりやすく前述の販売会社の「サービ
ス部」についても理解していただけると思います。
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[幹事報告]
幹事

古川

真照

2016～2017年度 7月度理事会 議事録
市民会館401号室に於いて、本年度第一回目の理事会が、例会終了後19時35分よ
り行われました！
出席者：池田､北田､川西､北口､長崎､宮城､森原､森川､青田､古川
欠席者：荒金､白川

計10名

計２名

池田会長より今迄次年度理事会にて審議した内容について、改めて理事会決定事
項として承認をお願いいたします。（次年度理事会議事録として資料）
☆承認

上程者

池田

1.奉仕事業分担金の減額について
川西会計より、奉仕分担金の減額について提案され承認されました。
理由は、出席率とニコニコの金額双方が上昇した為、15,000円→10,000円にしま
す。

☆承認

上程者

川西

2.本年度上半期会費について
古川幹事より、年会費請求について金額の承認要請がありました。
クラブ会費

120,000円

地区大会資金

5,000円

米山小学普通寄付金

2,500円

奉仕活動分担金

10,000円

親睦活動費

20,000円

総合計

157,500円 と成ります！

承認されましたので７月31日迄に必ず納入のこと。

☆承認

上程者

古川

3.例会食事について
北口ＳＡＡより例会時の食事について提案がありました。
月に１回松花堂弁当、他２回は様々な定食+コーヒーにすれば(1,000円前後)と成
りクラブ会費の削減に繋がります。（欠席の報告を義務付けるよう再度徹底する）
半期その形で試験的に行いたい。「グリル大東」と交渉します。 ◎提案

北口

4.第37回大東市民まつりの協賛について
荒金クラブ奉仕委員長より、当クラブ広報から例年通り１口50,000円の枠で申し
込みます。

☆承認

上程者

荒金

5.社会奉仕委員会開催の報告（６月22日例会後）
①今年度の大東市民まつりにブースは出さない事となりました。然し盆踊りの警備
に関しては、要望の人員を配置したいと思います。
②その他毎月、若しくは２ヶ月に一度は各委員会を開いて、来年度にキチンと引き
継ぎをする為にも各委員会研鑽を図ることが必要で有ると思います。
③その他「子供センターぬっく」に寄付をする為、地区に申請して承認を頂いてお

Daito Chuo Osaka Japan

-3-

りますが、ロータリー財団からの承認が決定しておりません。承認が下り次第活
動します。

☆承認

上程者

宮城

6.大東市子ども会育成連絡協議会の作文コンクールについて
①森川青少年委員長より、毎年継続的に行っている作文コンクールに協賛協力いた
します。
②昨年もご協力頂いた東北の子供達を大阪に招待してサッカー大会に協賛する事を
検討中です。後日詳細や予算関係書類を提出いたします。☆承認

上程者

森川

7.親睦活動委員会の開催報告
青田親睦委員長より、今年度の一泊の親睦旅行は伊勢志摩でサミットの行われた
ホテルで一泊、バス移動では無く電車の移動にすれば予算が抑えられます。
・伊勢志摩1泊旅行

10月25日～26日予定（仮予約）

・クリスマス例会

12月14日

場所：ホテル阪奈

来年の日帰り旅行について５月の連休の後に考えております。いずれも後日詳細
な予算等の提出後、承認を頂きたいとのこと。

◎意見

青田

8.その他
事務局員の伊藤さんのご主人が病気で急遽在宅療養になった為、退職の要望があ
り承認されました。早急に募集をかけ引き継ぎ作業に入らねばなりません！
◎報告

古川

以上20時10分理事会を閉会した。
「幹

事

報

告」

1.国際ロータリー理事指名委員会より、81クラブ全ての賛成を頂き当地区からは指
名委員 高島 凱夫 、補欠委員 立野

純三に決定致しました！

2.米山記念奨学会より、今年度の奨学生クラブ世話金40,000円を７月20日に送金い
たします。
3.秋のライラを10月８日～10日の３日間奈良県明日香地区研修所で行います。
当クラブからも１名以上青少年の参加を要望します。
4.米山奨学会より、大阪城南ロータリークラブ主催の近鉄電車３両を貸し切り、奨
学生とのふれあいの場にする為「BEER 列車で GO!!」日時は８月４日(木)19時～
21時30分

費用ロータリアン10,000円、奨学生8,000円 定員30名！

5.米山奨学会より、上期普通寄付金のお願い８月末まで早い時期に、昨年度地区平
均年額6,730円を上回りご寄付いただきますように、との要請。
6.ロータリーダイナースクラブコーポレートカードのご案内、使用金額の0,3%がポ
リオ撲滅基金に寄付されます。各クラブごとに会長と副会長、幹事、会計、の方
が入会頂き、例会費、例会食事費、忘年家族会費、クラブ消耗品、光熱費等に、
ご活用下さいとの案内が届いております。
7.大東市立青少年センターより、夏期オープニング.セレモニーが７月17日(日)

-4-

Daito Chuo Osaka Japan

午後７時～９時迄野外活動センターで行われます。７月11日までご一報ください
との事、6時30分に市民会館からバスが出ます、出席義務者は池田会長、古川、
森川青少年奉仕委員長です！
8.各ロータリークラブより例会の変更並びに休会のお知らせが届いております。
寝屋川、大東、香里園、豊中南、枚方各ロータリークラブより！
メーキャップの時には必ず事務局に確認ください！

長崎前会長より池田会長へゴングの引継ぎが行われました。
前年度 長崎会長・古川幹事・岩本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐一年間お疲れ様でした！

●））先週の卓話（（●

― 新年度活動方針 ―
◇会長
池田

文治

「ロータリーを見直しクラブの足元を見直す」
2016年７月１日より１年間クラブ会長を務めさせていただきます。重責ではござ
いますが、会員の皆様にご協力いただき務めさせていただきます。
私達のクラブは過去３年、毎年のように大きな事業を行ってまいりました。「春
のRyla」「IMのホスト」「20周年」と其々すばらしい成果を上げ成功させ、やり遂
げた会員の皆様には尊敬の念が堪えません。しかしながら忙しい故にやり過ごした
事が有るのではないでしょうか、そこで当年度はロータリーを見直しクラブの足元
を見直す年にしたいと思います。
RIのテーマは
Rotary Serving Humanity –人類に奉仕するロータリー
ジョン・ジャームRI会長は当年の方針の中で次のように言っておられます「会員
は、ロータリーを通じて友人と出会い、地域社会とつながり、目的意識を持って、
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人々との絆を育み、キャリアを築き、他では味わえない貴重な経験をしてきました。
毎週、世界34,000クラブ以上のロータリアンが、語らい、笑い、アイデアを分かち
合うために集います。しかし、私達が集う一番の理由は、最も大切な目標、すなわ
ち「奉仕」のためです。」
これを受けて私たちのクラブではまず、各委員会が会議を開き、話し合って、奉
仕活動を行ってください。委員長が行うのではなく委員会で活動をしていただきた
いと思います。奉仕部門が全員で参加して奉仕を行う事が基本だと思います。
「ロータリーを見直しクラブの足元を見直す」
本年度の重点項目は
１）クラブ奉仕
特に、広報・雑誌・会報についてはガバナー月信のペーパーレスに伴うITの促
進を行いSNSやWebサイトを訴求して活用する。
１）会員組織
RI会長の言葉によれば「私たちが目指すのは、単にロータリアンの数を増やす
事ではなく、ロータリーによる善き活動をより多く実現させ、将来にロータリ
ーのリーダーとなれるロータリアンを増やす事です。」と言っておられます。
定期的な情報集会により勉強会を行い全体のレベルアップを行います。
１）戦略計画委員会
最近のロータリーの活動においては中長期的な目標や計画は必需になってきま
した。積極的に委員会をひらいて、計画や目標を立てたいと思います。
１）奉仕部門
前にも有りますように、2か月に1度の委員会を開催し会員全員が参加する意識
を持ってプロジェクトを立案して実行します。
１）年次寄付等年間目標
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・ロータリー財団年次寄付

1名あたり

＄160

・ポリオ撲滅

1名あたり

＄60

・米山奨学金

1名あたり

30,000円

・会員増強

純増
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2名

◇幹事
古川

真照

今年続けて２年目の幹事をお引き受けする事と成りましたが、１年目は長崎会長
に助けられ、幹事役（事務局長）としては半人前で、ご迷惑ばかり掛けていたよう
に思います。
幹事をすればロータリークラブの活動の意味がよく分かると言われておりました
が、一年では短すぎます。覚える前に終わってしまう様に思いましたので、もう一
年、池田会長を、影ながらお支えし僅かでも素晴らしいロータリークラブ、分かり
易いロータリークラブ、楽しいロータリークラブを御理解頂けるように尽力して行
く所存であります！
今年度は大きな行事が有りません、従って本来のロータリークラブの素晴らしさ
の原点である「四つのテスト」の実践を主軸に事務局長（幹事）として実践して参
ります。
1, 真実か

どうか (本当にこの奉仕活動は、正しい事であるか？)

2, みんなに公平か(絶えず平等の心を持ち接する事)
3, 好意と友情を深めるか（会員の皆様とは、週に一度お会いします、自己の友人
より会う機会が多いので、心から友情を深める努力をして参ります）
4, みんなの為になるかどうか（社会の為、世の為、自分の持てる最大の能力を持
って、利他の心で奉仕の実践者と成ります)
※(

)の中は、私なりの理解の中での解釈です！

以上の事を念頭に、幹事として至らぬ点も多々有りますが、お力添えを宜しくお
願い致します！

Daito Chuo Osaka Japan

-7-

◇会計

川西

津音夫

池田文治会長のもと、住川副会計と相談をしながら各委員の予算の達成率を吟味
し、会費、ニコニコ箱、会場等いろいろと検討させていただき、今までの良いとこ
ろは残し、改善が必要なところは改善していきたいと考えております。
皆様にご協力頂きながら又、ご意見などがございましたらぜひお聞かせ頂きたい
と思います。
一年間どうぞ宜しくお願い致します。

◇Ｓ.Ａ.Ａ.
北口

千惠子

今年度Ｓ.Ａ.Ａ.（Sergeant at Arms）を務めさせていただく事になり､“ロータ
リーの心と実践”を見ますと､「Ｓ.Ａ.Ａ.は例会やその他の会合で、会が秩序正し
く楽しい雰囲気で運営される為の進行役を務めるもので、クラブ役員の一人が担当
します。私語の防止、座席の整理や食事、配布資料等のチェックの他、親睦委員と
も協力し、共に来客や会員を笑顔で迎え入れることも受け持ちます。例会途中での
退席者への注意も任務の一つです。」と書かれてありました。この事を念頭におき、
会員皆様の御指導と御協力をお願いし、精一杯務めさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
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