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先週先週先週先週の例会報の例会報の例会報の例会報告告告告    

本日、入会式を終えられた末永京子(すえながた

かこ)会員、改めましておめでとうございます。 

当ロータリークラブでのご活躍を心より期待して

おります。 

 また、けがのため、欠席されていた北村会員が

本日より復帰されました。本当におめでとうござ

います。復帰されて、早速、次週例会後にロータ

リー研修を企画していただきます。よろしくお願

いいたします。 

また、本日は出席規定適用免除中の村上会員も

体調が良いとのことでご出席いただいています。 

 現在、病気等で出席規定適用免除中の会員が数

名おられますが、皆さんの 1 日も早い回復・復帰

を心から願っております。 

幹事幹事幹事幹事    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

開催日：2015年 6月 13日(金) 

出席会員数：17名 

(会員総数 38名、内出席規定適用免除会員 11名) 

2015 年 10 月 16 日の理事会において承認され

ました新細則案が、2015年 11月 6日定足数を満

たした例会にて審議されました。全員異議なく、

定款に則って成立しました。 

会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

大阪大手前ロータリークラブ細則第 1条第 2節

理事定数変更(5名→7名)が本例会で承認されまし

たので、先週例会で指名させていただいた理事候

補者 5名に加え 2名の理事候補者北村光司会員、

辻村和弘会員を指名させていただきます。 

12月 4日(金)の年次総会において理事・役員が

選挙により決定いたします。 

自薦他薦、または異議がありましたら 11 月 30

日までに幹事まで申し出てください。 

――――    指名委員会追加報告指名委員会追加報告指名委員会追加報告指名委員会追加報告    ――――    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 11 月 13 日 第 1566 回例会 
ロータリー財団月間 

◎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(1(1(1(11111 月月月月 20202020 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢楽しく学ぶ個性心理学パート楽しく学ぶ個性心理学パート楽しく学ぶ個性心理学パート楽しく学ぶ個性心理学パート 2222    ～あなたの～あなたの～あなたの～あなたの

中に眠っているキラキラと光る個性とは～中に眠っているキラキラと光る個性とは～中に眠っているキラキラと光る個性とは～中に眠っているキラキラと光る個性とは～」」」」    

長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代会員会員会員会員    

････12121212 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    アンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオンアンドレ・ギャニオン「「「「めぐり逢いめぐり逢いめぐり逢いめぐり逢い」」」」    

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 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    ――――    

――――    幹事報幹事報幹事報幹事報告告告告    ――――    

11月 21日(土)13：00より、IM6組ロータリー

デー(旧インターシティミーティング)が、グラン

フロント大阪(コングレコンベンションセンター

ホール)で開催されます。 

本年度は大阪天満橋ロータリークラブがホスト

ですので、多数のご参加宜しくお願い致します。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢我等の生業我等の生業我等の生業我等の生業｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢俳句が日本を元気にする！俳句が日本を元気にする！俳句が日本を元気にする！俳句が日本を元気にする！」」」」    

関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長関西現代俳句協会青年部長    三木三木三木三木    基史基史基史基史氏氏氏氏    

((((辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    

――――    細則細則細則細則変更変更変更変更報告報告報告報告    ――――    



中林・・・末永さん御入会おめでとうございます。

結婚記念日、事業所創立記念日自祝。 

辻村・・・末永さん入会おめでとうございます。 

金髙・・・末永さんの入会を祝して。明日中村座

楽しみにしています。 

北村・・・末永さんご入会おめでとうございます。

やっと復帰致しました。来週会員研修

宜しくお願いします。 

小林・・・末永京子さん、ご入会下さいましてあ

りがとうございます。よろしくお願い

いたします。 

河野・・・末永さん入会おめでとうございます。

岡田さん楽しかったです！ありがとう

ございます。 

松田・・・末永さんご入会おめでとうございます！

今後共よろしくお願い申し上げます。 

中村(不)・紅葉の季節になりました。良いお天気

です。 

中村(匡)・末永さん御入会お目出度うございます。

ご一緒に楽しみましょう。 

岡田・・・河野さん、北海道ではお世話になり、

ありがとうございました。 

岡本・・・末永さんよろしくお願いいたします。

入会おめでとうございます。 

佐々木(宏)・昨日は木村さん、小松さん、スポーツ

サポート財団設立の会合出席ありがと

うございました。 

佐々木(裕)・結婚記念日月なので。末永樣入会おめ

でとうございます。 

関・・・・本日の卓話よろしくお願い致します。

末永さん入会おめでとうございます。 

瀬尾・・・末永さんよろしくお願いします。 

末永・・・入会させて頂きました！！皆様よろし

くお願い致します。 

ロータリー財団委員会担当卓話ロータリー財団委員会担当卓話ロータリー財団委員会担当卓話ロータリー財団委員会担当卓話    

｢｢｢｢ロータリー財団の活動ロータリー財団の活動ロータリー財団の活動ロータリー財団の活動についてについてについてについて｣｣｣｣    

ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長    関関関関    謙二謙二謙二謙二    

ロータリー財団の正式名称は｢国際ロータリー

のロータリー財団｣です。ロータリー財団は、1917

年アメリカジョージア州アトランタで開催された

国際大会において、RI会長アーチ・クランフが｢全

世界的規模で慈善、教育、その他社会奉仕の分野

････ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会    

岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

11月 7日(土)に歌舞伎鑑賞会です。11時開演、

大阪城西の丸会場です。よろしく。12月 9日(水)

に｢第 2 回ゴルフコンペ｣を開催します。場所はア

ートレイクゴルフ倶楽部、9：17 アウトスタート

です。また｢第 3回ゴルフコンペ｣は、来年の 4月

16 日(土)に交野カントリー倶楽部で開催いたしま

す。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

・・・・芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会    

中村中村中村中村    匡克匡克匡克匡克 

明日 11月 7日(土)大阪平成中村座での歌舞伎鑑

賞会よろしくお願いします。11時開演です。ご承

知のように 30 分前には、受付においで下さる様

お願いいたします。明日曇時々晴、気温は 24度、

絶好の芸術鑑賞日和です。 

――――    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    ――――    

・・・・会員研修委員会会員研修委員会会員研修委員会会員研修委員会    

委員長委員長委員長委員長    北村北村北村北村    光司光司光司光司 

次回 11/13 例会終了後、会員研修を 1 時間程度

の予定で行います。職業奉仕を取り上げます。奮

ってご参加下さい。 

・親睦活動委員会・親睦活動委員会・親睦活動委員会・親睦活動委員会    

副委員長副委員長副委員長副委員長    中村不二中村不二中村不二中村不二    

2015年度のクリスマス会が12月25日(金)に行わ

れます。たくさんの方にご参加していただくようお

願いします。楽しい時間を過ごしましょう！！ 

・・・・国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    

本日、2016年ロータリー国際大会のご案内をポ

スティングしています。来年 5 月 28 日から 4 日

の日程で大韓民国のソウルで開催されます。開催

日はまだ先ですが、12 月 15 日までに参加登録を

しますと早期割引登録料が適用されますのでぜひ

お早めにご登録ください。 

もちろん、それ以後でも国際大会への参加は可

能ですのでご検討下さい。不明点等がありました

ら事務局までお問い合わせください。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥48484848,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥777757575757,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

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

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    

日 時：2015年 11月 6日(金) 

審議議案： 

１．新会員末永京子氏の委員会所属に関してクラ

ブ運営部門は｢SAA｣、奉仕部門は｢社会奉仕委

員会｣とする旨、承認。 

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    



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

あるタクシーで、客が座席に財布を忘れて下車

してしまいました。タクシー運転手は正直に警察

に財布を届けました。客はこれを受け取りタクシ

ー運転手に感謝とお礼をしました。このタクシー

運転手の行為は自分以外の人に受益を与えました

ので、これは社会奉仕です。 

その後、この正直な運転手に対しその後客は日

常的にこのタクシーを利用することになり、また、

口コミでよい評判が広がり、大変忙しい日々をお

くるようになりました。自分の職業を繁栄するこ

とにつながったのであります。この意味からして、

受益者が自分となり、この奉仕活動は｢職業奉仕｣

となります。 

以上のように｢社会奉仕｣と｢職業奉仕｣は“表裏

一体”のものと考えて頂きたい。この事例からし

て、ロータリー第二モットー“He Profits Most 

岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

11 月 6日(金)オ・セイリュウにおいて若輪会が

開催されました。昨年の泉ガバナー年度から始ま

でよりよきことをするために基金をつくろう｣と

提案したことに始まり、1928 年に国際大会で｢ロ

ータリー財団｣と名付けられました。 

ロータリー財団は｢非営利財団法人｣で博愛、慈

善、人道的かつ教育的目的をもつ効果的なプロジ

ェクトに補助金を支給しています。ロータリー財

団の使命は、ロータリアンが人々の健康状態を改

善し、教育への支援を高め、貧困を救済すること

を通じて世界理解、親善平和を達成できるように

することです。 

ロータリー財団プログラムには 

・地区補助金(DG)プログラム 

 (District Grantsプログラム) 

 地元と海外における奉仕活動を支援する。小規

模で短期プロジェクトに活用できる補助金で

す。前年度に申請しなければならない。 

・グローバル補助金(GG)プログラム 

 (Global Grantsプログラム) 

 6 重点分野における大規模な国際プロジェクト

で海外クラブとの国際奉仕活動に限定されたプ

ロジェクトに活用できる補助金です。随時申請

することが出来る。 

・ロータリー平和フェロープログラム 

 紛争解決と平和に関する国際問題についてロー

タリー平和の修士課程において研究するための

奨学金プログラムです。 

・ポリオ・プラスプログラム 

ポリオプラスは国際ロータリーの特別プログラ

ムであり、撲滅の証明が達成されるまで、ほか

のすべてのプログラムに対して最優先されてい

る。ポリオプラスの目標はポリオ撲滅の世界的

証明であり、ポリオ・プラスプログラムにはポ

リオの撲滅を直接支援する活動が含まれる募金

活動です。 

などがあります。 

ロータリー財団の標語は｢世界でよいことをし

よう Doing good the World｣です。財団は多くの

方々の寄付に支えられて人道的分野や教育面での

支援活動を続けています。地域社会や国際社会へ

の奉仕をさらに強化増大していくためには奉仕活

動の充実と資金の援助が大変重要になります。 

った会で、今回で４回目となります。昨年は地区

の公式行事でしたが、今年度は有志の会(非公式行

事)として何人かの若手ロータリアンと泉パスト

ガバナー、川上昨年度地区代表幹事などが中心と

なって開催されました。よって 35 名程度の参加

にとどまりました。すこし寂しかったです。 

今回は日本元気シニア総研代表 富田 眞司様の

基調講演があり、その内容をテーマにテーブルデ

ィスカッションを行い、その後懇親会という流れ

で進行しました。講演の内容は｢定年後何か趣味、

生き甲斐になるようなものがないとだめ。それら

を若い時から身に付けないと、急にはできません

よ。孫にお小遣いをあげることは生き甲斐ではあ

りません。孫といっしょに同じ趣味の音楽を演奏

するなどが本当の生き甲斐です。これからは定年

数年前から企業でも定年後の生き方講座のような

ものがあるべきだ｣というような興味あるもので

した。改めて趣味などを持つべきだと痛感いたし

ました。 

懇親会は若手のメンバーばかりでしたので、各

クラブの良い点、悪い点なども聞くことができ、

有意義な時間であったと思います。韓国の世界大

会では各国若手ロータリアンとの懇親会など壮大

な計画もあるようです。我がクラブのメンバーも

年齢に関係なく参加すればよい勉強になると思い

ます。 

 

 

～～～～    ｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー｢職業奉仕｣コーナー    ～～～～    

――――    若手若手若手若手ﾛｰﾀﾘｱﾝｾﾐﾅｰ｢ﾛｰﾀﾘｱﾝｾﾐﾅｰ｢ﾛｰﾀﾘｱﾝｾﾐﾅｰ｢ﾛｰﾀﾘｱﾝｾﾐﾅｰ｢若輪会若輪会若輪会若輪会｣｣｣｣報告報告報告報告    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0名   会 員 数  38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  17名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席 10名 

<11 月 6 日の出席率 69.70％>  

Make up を含む 10/16 の出席率 89.29％ 

員、御家族の参加となりました。公演の内容につ

きましても皆様から好評をいただきました。 

終演後に予定していました近隣ホテルでのお茶

会は都合により中止となりました。 

多数御参加下さった皆様方、チケット購入手配

の中村(匡)会員に感謝致します。又、側面から御

援助いただきました河野会員夫人に御礼申し上げ

ます。 

参加者：犬伏夫妻、金髙夫妻と令嬢、松浦夫妻、

大蔭夫妻、田中夫妻、曽我部夫妻、朝槻、鹿野、

小林、中村(不)、中村(匡)、中野、岡本、山本、多

田令息、パオラ(米山奨学生) 計 23名 

世話役世話役世話役世話役    曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

日時：2015年 11月 7日(土) 

場所：大阪城西の丸庭園特設会場 

内容：平成中村座公演 

演目：1)女暫 2)三升猿曲舞 3)狐狸狐狸ばなし 

――――    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    ――――    

・・・・11111111 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

第 1回会員研修 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣ 

・・・・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) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))            

年次総会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))    18181818：：：：30303030～～～～21212121：：：：00000000    

地区大会第1日目RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

   (リーガロイヤルホテル｢光琳の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((土土土土))))    11111111：：：：00000000～～～～17171717：：：：30303030    

地区大会第 2日目本会議 

   (大阪国際会議場 5F メインホール) 

・・・・12121212 月月月月 9999 日日日日((((水水水水))))        8888：：：：33330000～～～～    

第 2回大阪大手前ゴルフコンペ 

   (アートレイクゴルフ倶楽部) 

・・・・12121212 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・1111 月月月月 1111 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・1111 月月月月 22222222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

Who Serves Best”｢最もよく奉仕するもの、最も

多く報いられる｣(アーサ･F･シェルドン)の意味

は、奉仕活動をすればするほど、地域の人々から

自分の職業に対して尊敬と信頼、信用をより多く

得て、自分の職業がさらに繁栄するのであります。

そして、その奉仕の見返りとして報酬を得るとい

うのが職業奉仕としての社会奉仕への考え方であ

ります。 

引用文献 

木越正司：2660地区 2015～16年度のための地区研

修協議会資料｢クラブ職業奉仕委員長の責務｣ ～

職業奉仕の考えを拡めて人材を育成しよう～より 

過去の実績から

参加は 10名位と予

想していましたが、

うれしい誤算の 23

名と云う多数の会

 

――――    芸術・文化芸術・文化芸術・文化芸術・文化同好会同好会同好会同好会歌舞伎鑑賞の会歌舞伎鑑賞の会歌舞伎鑑賞の会歌舞伎鑑賞の会報告報告報告報告    ――――    


