
＊事務所 ＊例　会

〒574-0046 毎週水曜日　12：30～13：30

大東市赤井1-2-10-4Ｆ ホテル阪奈   

TEL：072-872-6349 〒574-0012 大東市龍間266-8

FAX：072-872-6552 TEL：072-869-0181

E-mail： dc-rc@eagle.ocn.ne.jp FAX：072-869-0105

第 回　例　会　令和 年 月 日

開　会　点　鐘 ：  12:30

ロータリーソング ： 「奉仕の理想」

来　客　紹　介 ：  親睦活動委員長

会  長  の  時  間 ：  会　　長

諸　　報　　告 ：  幹事、各委員長、出席報告、ニコニコ箱

卓　　　　　話 ： 「Ｒ財団月間に因んで」　白川初美ロータリー財団委員長

閉　会　点　鐘 ：  13:30

月 日の例会の記録

： 名

： 名

： 名

： 名

： ％

： ％

お客様： ％

国際ロータリー第2660地区

パストガバナー　片山勉様、 地区社会奉仕委員長　佐田幸夫様（大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨRC）

子どもセンターぬっく　弁護士玉野まりこ様、大東市立キッズプラザ　世良恵子様

　　2019～2020年度

1059 11 6元

 　　国際ロータリー・テーマ

 ロータリーは世界をつなぐ

Daito Chuo Osaka Japan

第2660地区　大東中央ロータリークラブ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.dcrc31477.com/

RI会長 マーク･ダニエル･マローニー

　　　　 ■会長：住川奈美　 ■幹事：北田宗男　■会報委員長：岡橋由佳 
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・11/12㈫　台中南門ＲＣ25周年　　　　
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26

・11/27㈬　　卓　話　：　住　川　会　員　　　　　　　

・11/13㈬　　　　　　　　　休会日　　　　　　　　　　

13：30～　市役所2Ｆ　市長室　

7

17

・11/21㈭　感謝状贈呈式　住川・北田・岩本・大東・吉村

・11/20㈬　　卓　話　：　清　水　会　員　　　　　　　

次回（11/20）のお知らせ

10 30

卓話　：　「　私のおいたち　」　清水　順市　会員

欠　席　者　数

70.83

10月9日 修正出席率

出　席　率

出席規定免除者数

会　員　数

出　席　者　数

・11/30㈯ 公共ｲﾒｰｼﾞ向上並びにｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ策定ｾﾐﾅｰ 住川･庵谷･岡橋

13:00～17：00　大阪ＹＭＣＡ会館2Ｆ大ホール

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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

出 席 報 告 お知らせ
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・片山PG卓話宜しくお願いします｡地区社会奉仕委員長佐田様ようこそ｡ 大和田会員

・地区より､ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ社会奉仕委員長のご来訪をありがとうございます｡ 東坂会員

・片山パストガバナー､ようこそ｡ 荒金・大東・樋口・白川　各会員

・パストガバナーの卓話楽しみにしています。荒矢・北野・西垣・庵谷　各会員

・片山PGようこそおいで下さいました｡佐田様よろしくお願い致します。　住川会員

・片山勉PG社会奉仕委員会佐田委員長お迎えして宜しくお願い致します｡ 川西会員

・子どもｼｪﾙﾀｰぬっく様､ｷｯｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ様､片山PG､佐田委員長ようこそ!  北田会員

・片山PG・佐田委員長、本日はおでましありがとうございます。　青田会員

・本日、住道駅デッキでずんちゃ茶会を開催します。ワンコインです。糸川会員

・いつも遅刻で申し訳ないです。　清水会員

今期累計額

≪　会長の時間　≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　住川　奈美

１０月最後の例会となりました。　今年も残すところあと2ヶ月となりました。

1年経つのは本当に早いですね。1年を振り返り、何をしていたんだろうと思う気持

ちにはなりますが、今年は大東中央ロータリーの会長を経験させて頂き、大きな経

験の年になっておりました。

さて、ニュースでもご存じの通り、緒方　貞子さんが亡くなられました。

日本人として初めて国連難民高等弁務官として1991～2000まで10年間務められた方

で22日のお亡くなりになりました。

私も昔　本で読んだ記憶がありますが、改めて記事を読ませて頂きました。

日本の大学で教鞭をとっていた際に、日本の国連公使として初めて国連難民高等弁

務官事務所の高等弁務官を務められました。旧ユーゴやルワンダの内戦や虐殺によ

り多くの難民が発生し、緒方さんは自ら現場に足を運び、支援の陣頭指揮に当たら

れたそうです。湾岸戦争の際には、多くのクルド人がトルコに入国を拒否された際

も「何も持たず、身を守る手立てのない人々」に対し、情熱を捧げられ、まず現地

の難民の声を聴いてから政治の指導者と交渉されたそうです。

一貫して現場主義を貫き迅速な決断､行動力､明快なリーダーシップを率先しました。

日本は人道的な役割に大きな役割を果たしていない。他に日本の生きようがあるの

でしょうか？もっと大きなところで世界的取り組みをしてもらいたいと言われてい

たそうです。

ロータリーも大きな組織です。緒方さんのように、国際平和、奉仕活動に会員すべ

てが気持ちを一つにして取り組みたいと思います。

当　日　計 ¥35,000

¥452,000

ニコニコ箱
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[幹事報告]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　　北田　宗男

・寺田さんの入会の件について

　30日までに異議がございませんでしたので、入会手続きに入らせていただきます。

・メーキャップルールについて

　以前に報告した通りメーキャップルール変更について、次回理事会で協議し、総

　会にかけたいと思います。

●））先週の卓話（（●

国際ロータリー第2660地区

パストガバナー
地区研修委員会副委員長

片山　勉　氏

ロータリークラブの誕生について　

　 １９０５年　シカゴ（全米）が大不況で、モラル・倫理観などが乱れていた中で、

　　 　　　　　ポールハリス（弁護士）が友人達に声をかけ４名でスタート　　　　　　　　　

　 １９０６年　ドナルドカーターに入会を誘う。

　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　自分達だけが職業上助け合うようなクラブには入会したくない。

　　　　　　　　　　　　→地域社会をよくする為の奉仕を

　１９０７年　ポールハリスが３代目の会長に。

　　　　　　　目的「親睦・相互扶助・奉仕」に変更

　　　　　　　　ドナルドカーター入会

　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　シカゴの公園に「公衆便所」を設置⇒社会奉仕

　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　増やすことよりも、ロータリークラブの倫理観を伝える

  １９２３年　ロータリー手続き要覧 ２３－３４(社会奉仕に関する1923年の声明）

　　　　　　　・ロータリークラブの自主性を認める。

　　　　　　　・職業奉仕の理念

　 　　　　　　　ロータリークラブ会員として、職業人の倫理観・高潔性・

                 リーダーシップを学び、高め、その精神をもって社会に奉仕する。

                （より良い社会の実現）

              ・社会奉仕活動は実践（行動）すること。

　　　　　　　・２３－３４－１

　　　　　　　　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

　　　　　　　　感情と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則に

　　　　　　　　基づくものである。
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【まとめ】

　私がロータリーに入会した約25年前頃はクラブ内でもロータリーはⅠServe

(理論派)とWe Serve(実践派)の議論をしていた｡また､相互扶助は不可の議論も

おこなわれていた。
　日本(東南アジア含む)は職業奉仕の理念と誇り・伝統を重視する傾向が強い。

　最近の国際ロータリー（ＲＩ）は

　　１．実践(世界を変える行動人キャンペーン)と会員基盤の向上(会員維持・

　　　　増強・新クラブ設立)及び公共イメージ向上(認知度と会員基盤の向上)

　　　　が戦略的目標。

　　　　ＡＣＴＩＯＮ　(行動するロータリアン）

　　　　ＣＯＮＮＥＣＴ(継がるロータリー)継続性を含む⇒相手が自立可能な

　　　　ＴＲＡＮＣＥＦＯＲＭ（変化するロータリー）　　　　　　奉仕活動

　　２．国際ロータリー及び地区の組織簡素化（ＤＬＰ）

　　　　職業奉仕委員会と青少年奉仕委員会を社会奉仕委員会に統合。

　　　　但し、クラブはそれぞれの自主性に任せる。　　

　　　　ロータリーの奉仕活動は社会奉仕から始まっている。

　　　　ロータリーの職業奉仕はロータリーの理念の１つ、あるいはそのもの。

　　　　　ロータリーの理念は下記の４項目をまとめたものと考えてください。

　　　　　　　　　　　↓

　　　　　・ロータリーの目的　

　　　 　 ・中核的価値観（親睦・奉仕・高潔性・多様性・リーダーシップ）　

　　　　　・四つのテスト                             

　　　　　・標語（モットー）　

　Service above self（超我の奉仕）　　　

　He profit most who serve best(最もよく奉仕した者は最も多く報いられる)   

                                      　　　　

クラブの社会奉仕の取組みについて

　・クラブの伝統・地域性・多様性に合った奉仕活動を。

　　地域性・・・地域のニーズの代弁者になること。

　　　　　　　　奉仕活動は期間（３～５年）で見直す。

　　　　　　　　クラブの会員構成に合った奉仕活動→全ての奉仕活動をしなく

　　　　　　　　ても良い

　　多様性・・・（年令構成・性別・職業分類）企業人・専門職のバランスなど。

　　　　　　　　⇒多様性を増やすことが奉仕活動の質を高め、地域のニーズに

効果的な奉仕活動につながる。＝会員基盤の向上にも継がる。

・多くの会員が参加できる，参加する。

　　　　　　　若い人の行動力

　　　　　　　中堅の人の企画力　

　　　　　　　ベテランの経験・人脈

　　　　　私がロータリーに入会して良かったと思うこと

　　　　　　　信頼できる仲間・尊敬する先輩と出会えたこと

　　　　　　　独りではできないこともロータリークラブなら出来る

　　　　　　奉仕活動に参加して､笑顔を貰え｢やって良かった｣･｢感動｣を貰える事。
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（ガバナー時の質問 　ガバナーとして良かったと思う奉仕活動は？

                          ・・・自分が参加した奉仕

新会員の資質は？

　・・・自らを高める意欲のある人

　・ＲＡＣ・ＩＡＣ・衛星クラブやＮＰＯ法人・奉仕団体・地域の人達などと合同

　　で実施できる

奉仕活動

　　・姉妹クラブ・友好クラブ・親／子／孫クラブ・ＩＭ内のクラブ（地域性）

　　　などと合同で実施

できる奉仕活動

　　・他クラブの社会奉仕活動について。

　　　２０１３～２０１８　社会奉仕アンケート　カテゴリー別奉仕活動

詳細は地区社会奉仕委員会にお問い合わせください。

【まとめ】

先程 ロータリーの理念として｢中核的価値感｣｢ロータリーの目的｣｢標語･モットー｣

｢四つのテスト｣をまとめたものと紹介しましたが、本日の社会奉仕の卓話にそのほ

んどが含まれています。

楽しいか ありがたくないと人は集まりません｡是非 ﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しんで下さい。

最後になりますが､大東中央ＲＣが｢元気のある､魅力のある､個性のあるクラブ｣を

目指しより一層ご活躍されることを願っています。

子どもセンターぬっくへ助成金贈呈 大東市立キッズプラザへ助成金贈呈

  カテゴリー       活動例 活動数 
支援学校・児童養護施設支援 テーマパーク招待・クリスマス会等  ３７ 
清掃・美化活動 河川敷、駅前清掃・植樹等  ２６ 
災害復興支援 被災地へ図書、大型遊具の寄贈等  １７ 
地域交流・イベント お祭りへの出店・大相撲の招致等  １４ 
子育て支援 子育てサロンの支援・新遊具の寄贈等  １１ 
老人ホーム・高齢者支援 慰問活動  １０ 
薬物防止・犯罪防止 啓発品の配布・防犯カメラの寄贈   ９ 
献血 献血のお願いの呼びかけ   ８ 
スポーツ大会・教室 野球教室・学童サッカー大会   ６ 
交通安全 交通安全講習会・啓発グッズ配布   ５ 
子供食堂 食事の提供   ３ 
児童虐待防止 啓発イベント   ２ 
ＡＥＤ講習会 消防署より救命救急指導   ２ 
禁煙推進    １ 
その他   ３０ 

    合計  １８１ 
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