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ロータリーデー実行委員会 

山田雅則氏、寺杣晃一氏 

・・・ロータリーデーに開催の挨拶。よろし

くお願いします。 

竹森・・・大阪天満橋RC寺杣樣、山田樣、いらっ

しゃいませ。河野国際委員長、台北ご苦

労様です。 

朝槻・・・広島であつさ味わいました。 

金髙・・・本日の会員増強月間卓話よろしくお願いし

ます。娘が台北でエンジョイしています。 

木村・・・｢暑くない！｣ 

小林・・・お誕生日自祝。 

松田・・・高校野球が始まり、暑さが一層厳しく

なりました。大阪天満橋 RC 寺杣樣、

山田樣、ようこそいらっしゃいました。 

先先先先々々々々週週週週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は、当クラブに天満橋 RCより山田雅則様、

寺杣晃一様がロータリーデーの PR にお越しいた

だき、先程ご説明を受けました。11 月 21 日(土)

には大勢の会員の方の参加いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 次に、9月 12日(土)に行われます 3クラブ合同

社会奉仕事業の大手前整肢学園児童の須磨水族館

への見学事業の参加者が少ない様です。 

以前は、3 クラブ合同社会奉仕事業として、メ

ンバー自身がマスクの街頭配布を行ったり、また、

相撲力士との餅つき大会を開催し、児童を楽しま

せるなど、汗をかく事業を行っておりました。 

 今回は久しぶりに我々自身が車椅子を運んだ

り、押したりして児童達と身近に触れ合う事業で

す。 

ホスト役である我が大手前 RC の参加者が少な

いようでは、天満橋や中之島に顔向けが出来ませ

ん。 

何よりも外に出る機会が少なく、9月 12日を楽

しみにしている児童達に心から喜んでもらえるよ

う、大勢の会員の参加をお願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 8 月 21 日 第 1555 回例会 
会員増強・拡大月間 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((8888 月月月月 22228888 日日日日))))ののののお知らせお知らせお知らせお知らせ    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリー｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考トマ・ピケ私考」」」」    

瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾    公一公一公一公一会員会員会員会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    新井満新井満新井満新井満「「「「千の風になって千の風になって千の風になって千の風になって」」」」    

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

Be a gBe a gBe a gBe a gift to the worldift to the worldift to the worldift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    ――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・8月 21日(金)に 9月度定例理事会が開催されま

す。各委員会ならびに会員の皆様審議事項が御

座いましたら、早めの提出をお願い致します。

次週は夏季休暇もあり忘れがちになると思われ

ますので、宜しくお願い致します。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢海｣海｣海｣海｣♪♪♪♪    
････卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢なぜワインなんでしょう？それほんまに美味なぜワインなんでしょう？それほんまに美味なぜワインなんでしょう？それほんまに美味なぜワインなんでしょう？それほんまに美味
しいですかしいですかしいですかしいですか」」」」    

佐々木佐々木佐々木佐々木    裕会員裕会員裕会員裕会員    
････9999 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    
･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ベームベームベームベーム「「「「芝生の上のおどり芝生の上のおどり芝生の上のおどり芝生の上のおどり」」」」    



――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

短期短期短期短期交換留学生交換留学生交換留学生交換留学生    金髙金髙金髙金髙    紗奈紗奈紗奈紗奈    

台北に来て一週間が経ちました。学校は全部中

国語なので難しいですが、会話中心の授業はとて

も楽しく毎日楽しみに通っています。授業のクラ

スを中級に上げてもらい、よりハイレベルな環境

で勉強出来てとても嬉しいです。クラスメイトは

色々な国の人がいて国際色豊かですし、私よりみ

んな年上です。 

台北の美味しい料理をたくさん食べるために放

課後はマンションのジムで 40 分のランニングを

しています。 

火曜日の放課後には 1 人で東門をぶらぶらして

過ごしました。火曜日の夜は合唱団の皆さんとお

食事をしてカラオケで涙そうそうを歌いました。

すごく美味しい中華料理でした。水曜日はロータ

リーの皆さんと台湾の歴史についての映画を観て

来ました。中国語だったのですが、レイさんの助

けも有り何とか理解出来ました。この日の夜はテ

ィンタイフン(小龍包)のお店に行きました。金曜

日の夜はしゃぶしゃぶに行きました。 

土曜日は巨大な台風により予定はキャンセル。

午前中は家で勉強をしました。午後は父の日とい

うことで家族で西門にでかけました。ここで私の

大好きな緑茶の飲み物を飲みました！そのあと靴

屋さんで父の日のプレゼントを選びました。ご飯

中村(不)・来週はお盆休みですネ。暑中お見舞い申

し上げます。 

西尾・・・誕生日自祝。 

大蔭・・・本日はテンパーセント倶楽部のチェッ

ク日。3人セーフで 3人アウトでした。 

大本・・・先週に引き継ぎ、出産のお祝い皆さま

ありがとうございます。 

佐々木(宏)・誕生日自祝。今日から一ヶ月ほど欠

席します。涼みにいって来ます。 

辻村・・・皆出席自祝。 

会員増強委員会担当卓話会員増強委員会担当卓話会員増強委員会担当卓話会員増強委員会担当卓話    

｢｢｢｢会員増強の意義と手法について会員増強の意義と手法について会員増強の意義と手法について会員増強の意義と手法について    

会員増強委員長会員増強委員長会員増強委員長会員増強委員長    金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸    

今月 8月は会員増強・拡大月間です。この機会

を利用して、皆さんと一緒に会員増強・拡大の意

義とその手法について考え、増強目標達成のため

知恵と汗を絞っていきたいと思いますのでよろし

くお願い致します。 

 まず、会員数の推移を見ていきましょう。我ク

ラブの会員数は一時 33人にまで減少し現在 37人

に戻りましたが、最多で 66人、私の入会時(20年

前)も 65 人程だったと記憶しています。世界的に

見ればインド等を中心にクラブ数は増え会員数も

増加傾向にあるということですが、日本はアメリ

カと同様に会員数減少の傾向にあり、この 20 年

間で 13万人から 4万人以上減らし、RI2660地区

も約 5500人から 2000人程度減らしています。 

これら会員数減少の理由について、この間の経

済的不況や高齢化社会の到来が重要なファクター

であることは理解できるのですが、それ以外にも

奉仕活動のマンネリ化や参加意識の低下等クラブ

や会員自体の問題が存在していると思います。 

これらの克服のためには、会員増強・維持こそ

が、クラブの幅広い奉仕活動の源泉であり、また、

各会員にとっても、ロータリアンとして自分の受

けた特典や感動を友人や知人と分かち合うため広

げていくという崇高な作業であるという、増強の

意義を再認識していかねばならないと思います。

更に、昨年度、会長を経験して、会員増強維持は

組織的にも財政的にも大変重要であると実感しま

した。私自身、これまで切迫感がなく他人事のよ

うに考えていたことを反省し、ロータリーに対す

る愛情をもって、まず自分自身が輝き、自らが職

能を代表する気概を持って、会員増強維持に真剣

に取り組んでいきたいと存じますので皆さんの協

力をお願い致します。 

具体的手法としては、前年度大蔭委員長が作成

され概要を説明して頂いたアンケート結果を資料

とし、また、職能別のグループ分けを利用して個

別の拡大作戦に取り掛かって頂きたいと思いま

す。今月は例会時にグループ別に着席して頂き、

情報交換と作戦会議を例会中に行っていただきた

いと存じますのでよろしくお願いたします。そし

て、チームワークを通じて親睦を深め、楽しいか

ら辞めることなど考えられないという雰囲気を作

り、退会防止に繋げてほしいと思います。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥45454545,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥322322322322,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

日 時：2015年 8月 7日(金) 

審議議案： 

１．事務局夏季休暇を 8月 13日～16日までとす

る旨、承認。 

――――    短期交換留学生報告短期交換留学生報告短期交換留学生報告短期交換留学生報告そのそのそのその 1111    ――――    

――――    先々週の卓話先々週の卓話先々週の卓話先々週の卓話    ――――    



社会社会社会社会奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日 時：27年 8月 7日(金) 16：00～18：00 

場 所：大手前整肢学園 

参加者：朝槻・福井・金髙・中林・中田・岡田 

岡本・曽我部・多田・竹森・辻村 

毎年恒例の盆踊り大会が開催されました。天候

が不安定だった為、ボランティア学生の保険金と

飲料の寄贈は室内で行われました。 

短期短期短期短期交換留学生交換留学生交換留学生交換留学生    金髙金髙金髙金髙    紗奈紗奈紗奈紗奈    

今週は沢山の場所に連れていって頂きました。 

火曜日はC.Hさんとよしこさんと台北101の展

望台に行きました。台北の景色を一望できてとて

も嬉しかったです！夕食前には日本でも有名なカ

キ氷の IceMONSTERへ。 

水曜日は Arbertさんと円山大飯店。宋美麗さん

がとても裕福だったんだなと感じました。夜は台

湾料理のお店で、ここのうこっけいがとても美味

しかったです。 

木曜日はCindyさんと永楽市場周辺と寧夏夜市

へ。昔のままの台湾を感じることが出来ました。 

金曜日は日本から研修にきている医学部の学生

さんと夕食を食べました。 

は食べ歩きをして若者の街西門を満喫しました。

日曜日はアーロンさんご夫妻とレイさんに故宮博

物館に連れていって頂きましたが、前日の台風の

影響で多勢の観光客がいました。そのため、有名

な白菜と肉の塊は見れず再チャレンジすること

に。その他の展示物はレイさんとアーロンさんに

詳しく説明していただき有り難かったです。昼は

故宮晶華という博物館の隣にある広東料理を食べ

に行きました。まるで博物館の中の展示物のよう

な盛り付けで味もとても美味しく感激でした！そ

れからアーロンさんご夫妻と芸術大学に行き、ア

ートなキャンパスを見学したり素敵な珈琲店にも

行き優雅なひと時でした。 

北投博物館では第二次世界大戦の時に台湾に移

住してきた日本人が持ってきた美術品などを観覧

しました。それから新北投温泉にいきまったり過ご

し、夜は昭和の雰囲気漂うラーメン屋に行きまし

た。アーロンさんにはとても良くしていただき、た

くさんのお土産までいただき大変感謝です！写真

も沢山撮っていただきました。これから始まる一週

間も有意義なものにしていきたいと思います。 

土曜日は宜蘭の町をサイクリングし、夜は九份

へ。タイムスリップしたような感覚を九份では覚

えました。ここには 18年前の留学生の Jackさん

と奥さんと行きました。18年前の留学生とも交流

のあるロータリークラブは凄いなと思いました。

夜は基隆夜市へ。寧夏夜市よりも大きくとても賑

わっていました。 

日曜日はJohnsonさんの息子さんと台北探索館

に行き台北の歴史を学びました。午後は疲れがた

まっていたので家で休憩して、夕ご飯は阿美飯店

というところでした。ちまきが本当に美味しくて

感動でした。 

学校の方は先生の話が大分聞き取れるようにな

り授業でも積極的発言するようにしています。た

だ、まだまだ周りの生徒さんより出来てないと思

うのでこれからも頑張っていきます。発音の仕方

やイントネーションに重点を置いて勉強していこ

うと思います。 

 

 

――――    大手前整肢学園盆踊り大会大手前整肢学園盆踊り大会大手前整肢学園盆踊り大会大手前整肢学園盆踊り大会報告報告報告報告    ――――    

――――    短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その短期交換留学生報告その 2222    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 5名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 
<8 月 7 日の出席率 87.5％> 

Make up を含む 7/17 の出席率 92.86％ 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣は難解か？は難解か？は難解か？は難解か？    

｢社会奉仕｣などの奉仕には大別して１）数えら

れる奉仕、２）数えられない奉仕があると云われ

ています。 

１）は、例えば病院や学校に医療器具や教育・

訓練用器材を寄贈したり、交通遺児や大震災で親

を亡くした子供達のために奨学金制度を作ったり

育英資金を寄贈するなど物品や金銭による奉仕で

す。 

２）は、ロータリアンが公園や海岸の清掃をし

たり、献血啓蒙運動に参加するなどロータリアン

自身が汗をかく作業による奉仕です。 

また１）と２）が合わさった奉仕事業としては、

毎月の｢ロータリーの友｣に掲載されているような

様々なイベント開催がありますし、今回我々三世

代クラブ合同社会奉仕として行われる大手前整肢

学園の肢体不自由児達を須磨の水族館への園外活

動に招待する事業は、まさしくその一つでありま

す。 

しかし｢職業奉仕｣で云うところの奉仕と上述の

奉仕とは同列、同質としては論じられないものと

思います。 

｢職業奉仕｣とは、ロータリアンが自分の専門職

業に従事する時の精神的支柱となるべき｢心｣の持

その後、昨年より行っているかき氷の販売を外

の廊下で行いました。殆どの行事が室内で行われ

た為、当初は売れ行きが悪かったのですが、呼び

込みの成果もあり昨年度よりも多い 136杯の売上

を達成致し、学園の方々も喜んでおられました。 

冷たいかき氷を食べて嬉しそうにしている園児

の笑顔を見ていると、暑さも吹き飛び来年も頑張

ろうと思いました。 

暑い中お手伝い頂きましたメンバーの皆様有難

う御座いました。 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・8888 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣)        

・・・・9999 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))            

臨時総会 

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：00000000～～～～    

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (須磨海浜水族館) 

・・・・9999 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・9999 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))            

  休会 

・・・・10101010 月月月月 9999 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

三世代クラブ合同例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))            

指名委員会 

   (場所未定) 

・・・・11111111 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

IM第 6組ロータリーデー 

   (コングレコンベンションセンターホール) 

ち方の問題です。事業の実施に際しての考え方や

様々な手法が自身のため(利己)だけでなく、世の

ため、人のため(利他)になっているかどうかが問

われているのだと思います。 

即ち職業倫理の確立と云うことになるのではな

いでしょうか？ 

 

 

 

 

 

――――    ｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣コーナーコーナーコーナーコーナー    ――――    


