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中林・・・立野純三ガバナーをお迎えして。 

竹森・・・立野純三ガバナーお越し頂きありがと

うございます。本日宜しくお願い致し

ます。 

長谷・・・立野純三ガバナーさまをお迎えして。

よろしくお願い申し上げます。 

金髙・・・立野ガバナーようこそいらっしゃいま

した。 

木村・・・何もありませんが！ 

小林・・・立野ガバナーようこそ。よろしくお願

いいたします。 

松田・・・立野ガバナーようこそ大手前 RC へ。

よろしくお願い致します。 

松浦・・・立野ガバナーのご来臨に感謝して。 

先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   9名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5名 
<10 月 9 日の出席率 78.13％>  

Make up を含む 9/11 の出席率 92.31％ 

本日は、立野ガバナーにお越しいただき、先程

約 1時間色々なお話をさせていただきました。事

あるごとにクラブのメンバーに伝えていただきた

いと思います。また、クラブ運営にも活用させて

いただきたいと考えております。 

 立野ガバナー肝いりのクラブ戦略委員会も、先

週 1回目の会議を開催し、メンバーに対しアンケ

ートを取ることとなりました。 

 アンケートは例会時にポスティングするのが通

常ですが、それですと例会時に書いていただき、

当日に提出してもらう方が多いようです。そこで、

あえてポスティングではなく、郵送という形を取

らせていただきます。 

と言いますのは、少し時間をかけてアンケート

を書いていただく為です。会社で、自宅で、ゆっ

くりと考えて書いていただきますようお願いいた

します。よろしくお願いいたします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 10 月 16 日 第 1562 回例会 
経済と地域社会の発展月間・米山月間 

◎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(10(10(10(10 月月月月 23232323 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    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    ――――    

･三世代クラブ合同例会･三世代クラブ合同例会･三世代クラブ合同例会･三世代クラブ合同例会    

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

国際ロータ国際ロータ国際ロータ国際ロータリー会長リー会長リー会長リー会長    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 gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift 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    ――――    

・10 月 16 日(金)13 時 40 分より 4 階｢桃の間｣に

て 11月度定例理事会を開催致します。委員会並

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。 

・10月 23日(金)3世代合同例会が開催されます。

大阪天満橋 RC・大阪中之島 RC の皆様がご来

場なさいます。SAA委員会をはじめ会員皆様の

ご協力をお願い申し上げます。 

･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    

｢｢｢｢IIII    ♡♡♡♡    AustraliaAustraliaAustraliaAustralia！！！！」」」」    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏会員宏会員宏会員宏会員    

････11111111 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    ダイアナ･ロスダイアナ･ロスダイアナ･ロスダイアナ･ロス「「「「IF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHER」」」」    



｢ガバナー講話｣｢ガバナー講話｣｢ガバナー講話｣｢ガバナー講話｣    

RIRIRIRI 第第第第 2660266026602660 地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    

立野立野立野立野    純三氏純三氏純三氏純三氏((((大阪大阪大阪大阪 RC)RC)RC)RC)    

力をいただき有難うございます。本年は、長谷さ

んには職業奉仕委員会、竹森さんには青少年交換

委員会、それぞれに出向していただき活躍をして

いただいております。有難うございます。 

それでは、まず最初に私がこの 1 月にガバナー

としての研修に参加しましたアメリカ サンディ

エゴで開催されました国際協議会の初日の晩餐会

で、ラビンドラン RI 会長が熱い思いでお話をさ

れた本年度 RI 会長テーマを 5 分程度にまとめま

した映像をご覧いただき、その後私が本年度方針

の中で 7 つの重点項目を掲げておりますが、その

中から大阪大手前ロータリーで参考になればと思

う項目をお話させていただきます。最後に、12月

4日・5日に開催されます 2660地区 地区大会の

PRビデオをご覧いただきたいと思います。 

皆さん、今ラビンドラン RI 会長が熱い思いで

語られているビデオを見て頂きましたが、どの様

に感じられたでしょうか。私はサンディエゴでお

話をお聞きした時は、本当に感動致しましたし、

ロータリーに対する考え方に共感も致しました。

本年度の RI テーマは『世界へのプレゼントにな

皆さん、こんにちは。

RI2660 地区本年度ガ

バナーを仰せつかって

おります立野です。宜

しくお願い致します。 

大阪大手前ロータリ

ークラブには、日頃何

かと地区に対してご協

ろう Be a gift to the world』2660地区の方針は

『変革を！ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)

を！』です。 

大阪大手前ロータリークラブ中林会長は、ラビ

ンドラン RI会長テーマ、2660地区方針を受けて

本年度クラブテーマを｢小さな奉仕(プレゼント)

を集めて大きな成果（プレゼント）にしよう｣とさ

れ、クラブ運営方針と活動方針に 5つの項目を掲

げておられます。 

① 自分の出来る範囲でロータリー始動に真剣に

取り組む 

② 組織化を短期と中長期に分け、各々検討する 

③ 財政基盤を見直し健全な運営を目指す 

④ さまざまな人に入会を促し、活力あるクラブ

を目指す 

⑤ 在籍していることに誇りと喜びを持てるクラ

ブを目指す 

とおっしゃっておられます。 

本年、私は地区方針の中で重点項目を 7つ掲げ

ていますが、その中の一つとして戦略計画委員会

を各クラブにぜひ本年度中に立ち上げて頂きたい

とお願いしています。 

ここで、少し戦略計画委員会に対する私の考え

をお話させていただきますが、大阪大手前ロータ

リーは既に戦略計画委員会を立ち上げておられま

す。あくまで参考ということで、お聞きいただけ

ば結構です。 

まず、皆さんが新入社員として入社を目指した

会社を思い出していただきたいと思います。新入

社員として入りたくなる会社とは、私が思うに、

まず最初に会社に魅力がある事だと思います。そ

して、｢堅実に成長している｣｢業界で光っている｣

｢オンリーワン企業である｣｢仕事が楽しそう｣｢給

料がいい｣など様々な理由があると思います。 

いま、私達のロータリークラブは、他のボラン

ティア団体よりも新入会員を引き付けるだけの大

きな魅力があるでしょうか。 

そこで、私は各クラブに戦略計画委員会を立ち

上げていただき、魅力があり、活力があふれる楽

しいクラブライフを過ごせるクラブにする為に、

具体的にどのような計画を立て、一年一年確実に

実行していくか、中長期ベースで考えて頂きたい

と思っています。 

ロータリーは単年度制です。毎年、RI会長テー

中村(不)・立野ガバナーをお迎えして。 

西尾・・・立野ガバナーようこそ。よろしくお願

いいたします。 

岡本・・・立野純三ガバナー、本日はよろしくお

願い申し上げます。 

大蔭・・・立野ガバナー、公式訪問を歓迎して！ 

大本・・・ガバナーようこそ！ 

佐々木(宏)・ガバナー歓迎。 

佐々木(裕)・立野ガバナーをお迎えして。 

瀬尾・・・立野純三ガバナーをお迎えして。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥50,000 50,000 50,000 50,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥576,000 576,000 576,000 576,000 ----＞＞＞＞    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    



マ、地区ガバナー方針、クラブ方針がその年ごと

に変わり継続性がありません。もちろん単年度制

は、その年の会長の思いや特徴を出せるいいとこ

ろがありますが、単年度ではなかなか結果を出す

ことが出来ない重要なテーマがあると思います。 

重要なテーマは各クラブによって違うでしょ

う。年ごとに達成度をチェックし、目標としてい

るテーマを達成する事によって、内部から見ても

楽しく活力があり、外部からみても魅力のある素

晴らしいクラブにしていく必要があると思いま

す。 

中林会長は、会員増強に力を入れ、クラブを活

性化したいと考えておられます。私は、入会を促

進する取り組みにおいて重要となるのは、ロータ

リーの DNA を重要に考えることだと思います。

DNA は決して変わらないロータリーに対する価

値観、優先事項(出席率、財団寄付等)奉仕への献

身を絶対に忘れないことだと思います。 

また、ポール・ハリスが創立した時のロータリ

ー設立の目的を大切にすることでもあります。時

代に即するために妥協して、大切なロータリーの

DNA をあっさりと捨ててしまうと組織は長続き

しません。変えてはならないところを変えてしま

い、信じる土台がなくなれば組織の存在価値はな

くなります。 

しかし、一方で時代の変化と共に、変えなけれ

ばならない所もあると思います。イギリスの自然

科学者チャールズ・ダーウィンはかつて『生き残

るのは強者でも賢者でもなく、最も変化に適応で

きる者だ』と述べています。 

これは生き物だけでなく、組織にも当てはまり

ます。変化や革新は年齢に関係なくフレッシュな

視点をもった人から生まれるものであり、こうし

た人こそクラブにとって最も貴重な資産だと思い

ます。 

あるロータリーの小冊子に書かれていた文章で

すが『ロータリーの目的は有益な事業の基礎とし

て奉仕の理想を鼓吹し、これを育成することにあ

る。ロータリークラブは実業家及び専門職業人の

クラブです。仕事のない人は会員になれない建前

です。どんな職業でも仕事でも、たいがい他人の

役に立っています。他人の役に立たないようなも

のは有益な職業ではありません』と書かれていま

した。 

また、ラビンドラン RI 会長が先程のスピーチ

の中でも言っておられましたが『当組織を形づく

った基礎に立ち返る方法を見つける必要がある。

それは人生のあらゆる場での高い倫理基準、そし

て各クラブに会員の多様性をもたらす職業分類で

す。これらは会員増強の足を引っぱる障害にすぎ

ないとみられています。しかし、これはロータリ

ーの成功に欠かせない要素であり、なおざりにす

れば自らの存在を危うくるす』と言っています。 

ラビンドラン RI会長の言葉、小冊子の文章は、

会員増強、会員の維持、会員の質を考えておられ

る中林会長にとって、参考になる一文ではないか

と思います。大阪大手前ロータリーが、内外から

みて魅力があり、活気があり、楽しそうであれば、

おのずと人は集まってくると思います。中林会長

が目指しておられるクラブ作りの為にも戦略計画

委員会で十分に検討をし、重点テーマを決め、実

行していただければと思っております。 

私が所属しております大阪ロータリークラブ

も、前年度に戦略計画委員会を発足させ、この 5

月には全会員にアンケートを実施しました。 

アンケートの内容は｢大阪ロータリークラブの

適正な会員数は？｣｢大阪ロータリークラブの将来

は？｣｢例会は楽しいか？｣等でした。約 70％程度

の回収率でした。 

今、このアンケート結果に基づき、戦略計画委

員会で、より大阪ロータリーの魅力を増すために

検討していくテーマを決めて、実行して変化をさ

せていきます。私は良い意味でのクラブ間の競争

と差別化がおこると思っております。 

クラブに会員を引き付けるだけの魅力がなけれ

ば存続が危うくなるでしょうし、そのような時代

がすぐ近くに来ているような気がします。 

そして、既にロータリーの会員増強もゼロサム

の世界になっているのかもしれません。どこかの

クラブが会員を増やせば、一方のクラブは会員を

増やすことが出来ず、会員減という結果になると

思います。ぜひ、内外から見てもベターなクラブ

ライフを楽しめるクラブ作りをお願いします。 

次に、大阪大手前ロータリーは社会奉仕、国際

奉仕にも積極的に取り組んでおられます。特に、

台湾やハワイの姉妹クラブと長年交流を続けてこ

られ、数々の素晴らしい実績を上げておられるこ

とに、感銘をうけました。 

 



す。ロータリーの大きな役割のひとつとして、青

少年を明日の社会を背負って活躍できるリーダー

として育て、彼らにより良い未来を確かにする責

務を負っています。 

ロータリアンは青少年奉仕のいろいろなプログ

ラムに青少年に参加してもらい、地域社会やロー

タリークラブの未来を担う才能豊かな人材を育て

ております。また、ロータリーが提唱しておりま

すインターアクトクラブとローターアクトクラブ

では、青少年がリーダーシップ力を養い、学ぶこ

とが出来きます。インターアクトクラブは、12歳

～18 歳までの若い人々対象とした奉仕クラブで

す。 

毎年、2 つの奉仕プロジェクトを行わなければ

なりません。そのうち 1つは学校または地域社会

に貢献するもの、もう 1つは国際理解を推進する

ものとされています。ローターアクトは、18歳か

ら 30歳までの青年男女のための奉仕クラブです。 

目的は、青年男女が個々の能力開発のために役

立つ知識やスキルを身につけ、各地域社会の物質

的、社会的なニーズに取り組み、親睦と奉仕活動

を通じて全世界の人々のあいだにより良い信頼関

係を築く機会を提供することとされています。 

そして、プログラムの中には、国際交流を通じ

て、国際感覚・語学力を学べる交換留学、ロータ

リー青少年指導者養成プログラム(RYLA)等があ

ります。 

また、日本では、勉強・研究を志し海外から留

学している学生に対して経済的支援だけでなく、

日本が世界の平和を求めていることを理解しても

らい、将来、自国と日本の友好の懸橋となって活

躍をする優秀な留学生を奨学する米山奨学生のプ

ロジェクトをおこなっています。ぜひ、青少年育

成に関わることが出来るインターアクトクラブ、

ローターアクトクラブの設立に取り組んでいただ

ければ、ありがたいと考えます。 

私は、本年度の地区方針の中に変革を取り上げ

ています。ここ数年、地区予算は赤字です。皆さ

んの会社で予算計画を立てる時に赤字予算を組ま

れますか？少しでも赤字が出ないように年度初め

の予算計画を組まれると思います。地区予算は、

地区のメンバーがピークの時の 5700名程の時と、

現在の 3600 名程の時とほとんど変わっていませ

ん。その当時と今では時代背景が大きく変化して

ここで、すでに何度かお話をしておりますが、

私の国際奉仕の原点を少しお話をさせていただき

たいと思います。私は大阪青年会議所時代に、国

際婦人福祉連盟の有志の方々と一緒に、1986年に

設立をされました世界的 NGO 団体のセーブ・

ザ・チルドレン・ジャパンの設立に携わり、18年

間にわたりこの団体の理事長を務めさせていただ

きました。 

セーブ・ザ・チルドレンと申しましても、ご存

じない方も多いと思いますので簡単に概略をご説 

明させて頂きます。1914年 第一時世界大戦で両

親や家を失ったヨーロッパの悲惨な状況にあった

子供達をみかねたイギリスのエブランタイン・ジ

ョブ女史が、これらの恵まれない子供達を救うこ

とを目的として始めた団体です。ヨーロッパやア

メリカでは有名な団体で信頼をされています。今、

世界で 50 ヶ国以上が加盟をして世界各地で活躍

しています。なぜ私が 18 年間もこの団体のお手

伝いが出来たのかと言いますと、最初にフィリピ

ン ギマラス島にお金の寄付をして村中の人と一

緒に小学校を建設しました。その小学校の竣工式

に出席をした時、村中の人達から熱烈な歓迎を受

けた事と、何よりもその学校を使用する子供達が

素晴らしい笑顔で迎えてくれる姿を見て、今迄経

験したことのない感動を味わったことが、セー

ブ・ザ・チルドレンの活動を続けられた一番の要

因でした。まさに｢百聞は一見にしかず｣、現地に

行き、実情を知ることが奉仕活動には大切だと実

感しました。 

大阪大手前ロータリーの皆さんも、今迄ロータ

リー財団に多くの寄付をされていると思います

が、頂いたご寄付はすべてグローバル補助金・地

区補助金等として、海外の医療関係の改善、子供

達の栄養改善、教育環境の改善、震災復興への取

り組み等に活用されています。ぜひ、大阪大手前

ロータリーが取組んでおられる社会奉仕や国際奉

仕に一人でも多くの方が関心を持っていただき、

活動して頂きたいとおもいます。きっと爽やかな

感動を味わうことが出来ると思いますし、クラブ

の活性化にはこの上ないミッションになることは

間違いないと考えます。これらの奉仕活動のエネ

ルギー、原資となるロータリー財団への寄付に、

ご理解をいただきご協力をお願い致します。 

次に人材育成についてお話をさせていただきま

 



このプログラムを利用すれば、世界各地でレン

タカー、ホテル、レストラン等の割引を受けるこ

とが出来ます。ただし、割引を利用できるのは、

繰り返しますが、マイ・ロータリーに登録した会

員のみとなりますので、ぜひ登録をして活用して

下さい。もしわからないことがあれば、地区広報

委員会に問い合わせをいただければ、ご説明をさ

せていただきます。 

それでは最後に、12月 4日・5日に開催されま

す 2660 地区 地区大会の PR ビデオをご覧くだ

さい。今回は従来の地区大会と違って、少し変則

的な開催となります。 

一日目は、RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会から始

まり、晩餐会はリーガロイヤルホテルの宮川シェ

フが大阪産の旬の食材を使いおもてなしをさせて

いただきます。エンターテイメントとして、日本

が誇る｢関西二期会｣によるウィンナオペレッタ 

喜歌劇｢こうもり｣をお楽しみいただきます。 

二日目は、11時から世界的に活躍する若きアー

ティストのヴァイオリニスト庄司 紗矢香さんと

ピアニスト小菅 優さんの｢夢のデュオ・コンサー

ト｣が開催されます。ぜひロータリアンの皆さんを

はじめ、お子さん、お孫さん、ローターアクト、

インターアクト、ご友人の方々、多くの方に素晴

らしい演奏をお聞き頂きたいと思っております。 

メインの特別シンポジウムは“究極の職業奉仕”

｢関西発のイノベーション―最先端研究から創薬

へ｣のタイトルで、大阪大学 岸本名誉教授、京都

大学 本庶名誉教授、お二人による基調講演を開

催致します。 

尚、地区大会のご案内では申込締切日を 9月 30

日としておりますが、11月４日まで追加申込をい

ただけます。どうか、晩餐会・コンサート・本会

議・特別シンポジウムにふるってご参加いただき

ますようお願い申し上げます 

最後に、大阪大手前ロータリークラブの益々の

ご繁栄を祈念しまして、公式訪問を終わらせてい

ただきます。有難うございました。 

います。 

私は、まず本年度の収入予想を立て、それに見

合った支出を各委員会にどの様に配分するか考え

ました。また、各委員長、副委員長と面談をして、

今行っている事業が今の時代にあっているのか

等、十分に意見交換をさせていただくと同時に、

現状の地区の懐具合を理解してもらいました。 

そして、事業の意義、成り立ちが今のロータリ

ーに合わない事業は、一旦中止をして時代に合っ

た事業に変更していただく等、各委員長にはご無

理なお願いを致しました。そして、ご理解をいた

だく事によって委員会予算を削減する事が出来ま

した。また、地区の各委員会に時代にあった変革

をしてもらう事によって、事務所運営費を含めて

単年度黒字化を達成する目途が立ちました。 

私は、年度が始まってからは、各クラブに負担

のかかる事業はやるまいと思っておりますし、地

区の財政を健全化にもっていきます。今迄、地区

は決算時に赤字補填の為に繰越金を取り崩してき

ました。繰越金は赤字補填の為に使うのではなく、

緊急の災害援助や地区の未来、発展のため、例え

ば新しいプロジェクト等を企画して使うべきでは

ないかと思います。 

最後に、もう一つのお願いが IT です。RI は大

きく変わり、ITを活用しなければなりません。RI

に対する要望や申請などは、全て ITを利用しなけ

ればなりません。マイ・ロータリーに自らが登録

していただく必要があり、登録をしていただくと、

ウェブサイトから、自クラブの活動内容が確認出

来たり、会員コーナーでは、｢元気なクラブ作りの

ために｣や｢会員増強ガイド｣など、充実したクラブ

づくりに役立つさまざまなリソースをダウンロー

ドできます。 

ロータリー・クラブ・セントラルやその他オン

ライン・ツールを利用して、RIの内容やロータリ

ーの動きが理解でき、きっとロータリー活動が楽

しくなると思います。私もそうですが、皆さんの

中にも、ITを扱うのが苦手な方もおられると思い

ますが、ぜひトライして下さい。 

この 7月 1日から、ロータリーメンバーには新

しい会員プログラム｢ロータリー・グローバル・リ

ワード｣が始まりました。パソコン・スマートフォ

ン・タブレット端末から利用できる新しいプログ

ラムです。 

 

 

 

 

 



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

｢四つのテスト｣“The Four-Way Test”とは言行

はこれに照らしてから“Of the things we think, 

say or do” 

１）真実か どうか “Is it the TRUTH ?” 

｢個人生活においても、社会生活においても正

しい道を歩んだか － 真実は良心に問うの

み｣ 

２）みんなに公平か “ Is it FAIR to all 

concerned ?” 

｢みんなに公平か、公正に対処しているか(田

中毅氏) 

３）好意と友情を深めるか “Will it build GOOD 

WILL and BETTER FRIENDSHIPS?” 

｢その好意と友情に徹しているか、少なくとも

感情のみに走り、理性を失うことがなかった

か｣ 

４）.みんなのためになるか どうか “Will it be 

BENEFICIAL to all concerned ?” 

｢独断専行はなかったか、自分とかかわりのあ

るもの、利害関係のあるものと等しく利益を

分け合ったか｣ 

 

すべての問いに YES と答えられること＝ロータ

リアン 
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 5 年前、当時の会長が、年度初めの例会で、そ

れまで日本語で唱和していた｢四つのテスト｣を、

英語(原文)で唱和すると発表。以来、続けてきま

した。順番で回ってくることが重荷と感じた人も

いれば、一語一句発音の強弱を教示する人もいま

したが、今ではこの習慣にすっかり慣れ、登壇し

て身辺に起きたうれしいこと、楽しいことなどを

話してから、｢四つテスト｣に入るといった、会員

の役割として楽しみな一場面に変わりました。今

年度は第 1週は｢ロータリーの目的｣を日本語で、

第 2週は｢四つのテスト｣を日本語で、第 3週以降

は、｢四つのテスト｣を英語で唱和することとし、

さらに工夫を凝らしています。 
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