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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ ロータリーの目的 ＊＊＊
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

言行はこれに照らしてから

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち､役立つ仕事はすべて

1. 『真実』かどうか

価値あるものと認識し､社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものとすること。

2. みんなに『公平』か

第３ ロータリアン一人一人が､個人として､また事業及び社

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

http://www.shin-osakarc.jp

会生活において､日々､奉仕の理念を実践すること。

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が､世界的ネットワーク
を通じて､国際理解､親善、平和を推進すること。

http://www.shin-osakarc.jp
＜本日のプログラム＞
第 1426 回例会／2015 年 9 月 2 日
標

語
「Be a gift to the world」

第 1425 回例会報告 （8 月 28 日）
ガバナー公式訪問
大阪淀川ＲＣ・大阪東淀ちゃやまちＲＣ・新大阪ＲＣ
3 クラブ合同例会（於ホテルグランヴィア大阪）
■司会進行
大阪淀川ＲＣSAA 西﨑会員
■唱

「世界へのプレゼントになろう」

会長方針
「Let’s take action ourself」
「もっと汗を流そう」

歌

■来賓紹介

大阪淀川ＲＣ唱歌委員 平田会員
大阪淀川ＲＣ友好委員長 林会員

ＲＩ第２６６０地区ガバナー
国歌斉唱
唱
歌
卓

「君が代」
｢四つのテスト｣

■出席者報告 大阪淀川ＲＣ出席委員長 杉本会員
第 1425 回例会 2015 年 8 月 28 日

話
第２回クラブフォーラム
職業奉仕委員会
安井 一男 委員長
社会奉仕委員会
山路 高純 委員長

「世界へのプレゼントになろう」

立野 純三 様
（大阪ＲＣ）
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会員数 32 名
出席数 17 名

出席率 62.96％
欠席数 10 名

出席免除会員欠席数 5 名

8/05
8/05
8/05
8/08

第 1424 回例会（8/19）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 93.33%
花原会員
8/29 片岡会員
松川会員
村角会員
鋳方会員
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２０１５～１６年度 会長方針

「もっと汗を流そう」

「Let’s take action ourself」

「ガバナー公式訪問」
■会長の時間
会長
久富 義郎
大阪淀川ＲＣ・大阪東淀ちゃやまちＲＣ・新大阪ＲＣ
2015.8.19
3 クラブ合同例会報告
田中 宏 幹事

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

0円
40,000 円
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本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
日 時 ８月２８日（金） １２：３０～１３：３０
場 所 ホテルグランヴィア大阪２０Ｆ
主 催 淀川ロータリークラブ
初めての合同例会が、淀川ＲＣ２０名、東淀ちゃまちＲＣ１８
名、新大阪ＲＣ１７名出席の中、立野ガバナーをお迎えし
て、少し緊張した雰囲気のなか行われました。
まず例会前に立野ガバナー様を交えての意見交換会があ
り、各クラブ会員増強を中心とした話となり、立野ガバナー
より全体として会員減少の歯止めはかかっていない。ゼロ
サム状態なのでクラブの合併も視野に考える必要との意見
がありました。地区としては特別な事業は考えていない。ニ
コニコキャンプは今年度をもって廃止。合同例会の企画は
意外と少なく５ケースだった。でも８１クラブ廻るところを６５
クラブとなり助かりましたとのお話でした。
例会が始まり、点鐘、開会宣言、唱歌（奉仕の理想）と続き、
食事、会長の時間は福井会長、西埜会長、久富会長と３
分程度、ＳＡＡ報告では各クラブニコニコの報告。
卓話の時間に入り、立野ガバナーより国際ロータリー会長
ラビンドラン様のテーマ「世界へのプレゼントになろう」を理
解しやすいように５分位にまとめたビデオと、１２月の地区
大会の広報ビデオが映写されました。お話内容は別欄に
掲示。
閉会の点鐘を東淀ちゃまち西埜会長がされ、立野ガバナ
ーを中心に集合写真を撮ってお開きとなりました。
次年度は東淀ちゃまちＲＣ主催の合同例会となります。

■災害復興Ｐ基金報告

８月２８日

「世界へのプレゼントになろう」

ス
0円
30,000 円

報

告
花原 会員

生尾会員

おじいさん、おとうさん本日はお世話
になります。
片岡会員 立野ガバナーお迎えして。
菅本会員 立野ガバナーお迎えして。
田中会員 立野ガバナー様をお迎えして。松尾
様、花原様には有馬富士バーベキュ
ーでお世話になりました。楽しかった
です。
谷口会員 立野ガバナーお迎えして。
中川会員 立野ガバナーお迎えして。
花原会員 立野ガバナーお迎えして。先日の有
馬富士ハイキング＆バーベキュー楽
しい１日をありがとうございました。
久富会員 立野ガバナー訪問を祝して。初の合
同例会を祝して。
町 会員
立野ガバナーお迎えして。
松本（圭）会員 立野ガバナーお迎えして。
村角会員 白内障の手術は無事に終りました。２
週間程外出しないように言われてい
ます。ご迷惑をおかけしますが宜しく
お願いします。
安井会員 ガバナーお迎えして。
山路会員 ジャンケン強いでしょ。次回も勝ちま
す！！！
本日の合計
今年度累計

59,000 円
286,000 円

０円
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卓
■幹事報告

話
幹事

田中 宏

「ガバナー講話」
ＲＩ第２６６０地区ガバナー 立野 純三 様

皆さん、こんにちは。本年度２６６０地区ガバナーを務めさ
せていただきます立野です。よろしくお願い致します。
クラブ訪問をさせていただくにあたり、各クラブに合同例会
の開催をお願いしましたところ、本日は、大阪淀川ロータリ
ークラブ・大阪東淀ちゃやまちロータリークラブ・新大阪ロ
ータリークラブの３ロータリーで合同例会を開催していただ
き有難うございます。この３クラブには、何かと地区の事業
運営にお世話になっておりますことに感謝致します。
本年は、大阪淀川ロータリーより末松さんがローターアクト
委員会副委員長、大阪東淀ちゃやまちロータリーより磯田
さんが青少年合同委員長会議、青少年交換委員会委員
長、危機管理委員会、新大阪ロータリーより安井さんが地
区研修委員会、また松川さんにはガバナー補佐として私
を全面的にサポートしていただいており、感謝しておりま
す。
まず、最初にこの１月にアメリカ 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
が熱い思いで話されました本年度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３ロータリーに少しでもご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ます。
ありがとうございました。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いただきましたが、ど
の様に感じられたでしょうか。本年度の RI テーマは「Be a
gift to the world 世界へのプレゼントになろう」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。

大阪淀川ロータリーの福井会長は、クラブテーマを「Bright
Future 明るい未来」とされています。次年度大阪淀川
RAC が３０周年を迎えるにあたり、提唱する親クラブとして
力を蓄えるために、クラブの力・・・即ち、会員増強に取り組
み、クラブ内での信頼と友情、そしてクラブ存続の為にも
「四つのテスト」の精神を大切にしていきたいとおっしゃっ
ています。
大阪東淀ちゃやまちロータリーの西埜会長はクラブテーマ
を「楽しく明るいクラブ創りの実践を」とされ、方針としてクラ
ブ戦略計画の実践を掲げられ、会員減少・会員の高齢化
の問題解決に取り組まれながら、他クラブとの統合等引き
続き模索すると言われています。
新大阪ロータリーの久富会長は、クラブ方針を「もっと汗を
流そう Let’s take action ourself」とされ、もっともっと会員
自らが動いて改革し、楽しめるクラブ運営をしていく決意を
され、今年はクラブの自己改革の年とし、戦略計画委員会
を立ち上げて、５年先１０年先のクラブのあるべき姿を明確
にし、汗を流していくと言われています。
３ロータリーは本年度スタートされて、すでに２か月近くた
っています。それぞれのクラブの委員会が本年度の計画
を実行すべく動いておられます。それに対して私がとやか
く言うべきではありませんし、またロータリーの主体はあくま
でクラブです。各クラブが自主的にクラブを運営して、いか
に会員の皆さんがクラブライフを楽しむかが大切だと思っ
ております。しかし、本日はガバナーとして訪問をさせてい
ただいておりますし、何も申し上げずに帰る訳にも参りませ
んので、本年度私が重要項目として掲げている中から、２
～３項目についてお話をさせていただきたいと思います。
そして、皆さんに少しでも参考にしていただけるような点が
あれば幸いです。
本年私は地区方針の具体的事項として、戦略計画委員会
を各クラブに発足して欲しいとお願いをしています。もちろ
ん、各クラブによって重点テーマは違うと思いますが、３ロ
ータリーは比較的、会員増強、会員維持、会員の質を重
点テーマに考えられているのではないかと思いますので、
このテーマで少しお話をさえていただきたいと思います。
このテーマは、組織を運営していく上で、非常に重要であ
り、見逃すことが出来ないテーマだと思います。ロータリー
は単年度制で、毎年 RI 会長テーマ、地区ガバナー方針、
クラブ方針がその年毎に変わり継続性がありません。私の
出身クラブは、昨年戦略計画委員会を立ち上げ、この５月
に全会員に対して「大阪ロータリーの適切な会員数は？」
「クラブの未来はどうあるべきか？」「クラブライフは満足し
ているか」等のテーマでアンケートを取りました。回収率は
約７０％くらいでした。このアンケートを基に、どのテーマで
大阪ロータリーの中長期計画を立て、クラブを変革してい
くか検討しております。
これを企業に置き換えてみますと、戦略計画委員会は経
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営企画室ではないかと思います。企業では、中長期の成
長戦略を作成するのは当たり前ではないでしょうか。どのよ
うに売上げ、利益を上げるのか、新製品開発はどうするの
か、その為の資金をどう調達するか、国内外の事業展開を
どうするのか等多岐に渡って計画を立て、進捗状況をチェ
ックしながら、確実に実行していかなければ企業の明日は
ないと思います。
私が大阪ロータリーに入会させていただいた２６年前とい
いますと、一業種一名、会員は業界を代表するような人達
で、私より年齢が上の方ばかりでした。もちろん入会して仲
間にしていただくことは嬉しかったし、誇りにさえ感じました。
その当時感じた事は、全会員が年齢に関係なくロータリー
に対する共通の価値観と情熱をもっていることを知り「すご
いことだな」と思いました。そして、ロータリーに対するステ
ータスが今よりもあったと思います。また、私が大阪ロータリ
ーで、幹事を務めさせていただいた２０年前は、クラブの会
員数は３２０名程、地区は５７００名程おられたと記憶してお
ります。現在、大阪ロータリーの会員数は２６０名程度、地
区は３６００名弱まで減っています。
ここで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 を大切に考えることだと思います。DNA
とは、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。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。一
方、時代の変化と共に変えなければならないところもあると
思います。ゼネラル・エレクトリック社の変革に取り組み、世
界的視野をもつ収益性の高い組織に変えた、２０世紀に
おける最も優れた経営者ジャック・ウェルチは「組織は内部
の変化が外部の変化についていけなくなった時、終わりは
すぐそこに来ている」と述べています。変化や革新は年齢
に関係なくフレッシュな視点を持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、そして各クラブの会員の多様性をもたらす職業分類で
す。しかしこれらは会員増強の足を引っぱる障害にすぎな
いとみられる。しかし、これら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す
る』と言っています。クラブが内外からみて魅力があり、活
「世界へのプレゼントになろう」
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気があり、楽しければ、おのずと人は集まってくると思いま
す。
会員の増強と質を維持するのは相反する部分があると思
いますが、ロータリーの原点である親睦と奉仕の融合の場
によって、ロータリー精神を学び、他人に対して思いやりの
心、助け合いの心を養うことによって両立できると思ってい
ます。
次に３ロータリーそれぞれが独自に素晴らしい社会奉仕、
国際奉仕に取り組んでおられ、また新しい事業に挑戦をし
ようと考えておられます。
すでに何度かお話をしておりますが、私の国際奉仕の原
点となります経験をお話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
の方々のご協力によって、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
体で信頼されています。今、世界で５０ヶ国が加盟をして
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
を使用する子供達の素晴らしい笑顔がとても印象的で、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」、現地に足を運び経験を
することだと思います。
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、３ロータリーの皆さんにも、それ
ぞれのクラブが取組んでおられる社会奉仕や国際奉仕に
一人でも多くの方に関わりを持っていただき、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。そしてこれらの奉仕
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。
また、３クラブ合同例会を契機に、今後は奉仕活動も合同
で実施される方向でご検討をいただくのもよい機会ではな
いかと思っております。
次に、会員研修についてお話をさせていただきます。
３ロータリーは新入会員の育成と全会員のサポートとして、
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新大阪ロータリークラブ
研修を実施していかれるつもりです。
大阪ロータリーは、新入会員が入会する時に、情報委員
会でロータリーに対する心構えやロータリーとは何かを一
通り説明をしますが、その後は例会や奉仕の場で先輩ロ
ータリアンが支援をしています。すなわちＯＪＴでロータリー
を学んでいきます。
これは、うまい例えではないかもしれませんが、現在、日本
で最も注目されているトップアスリートと言えば、テニスプレ
ーヤーの錦織 圭選手だと思います。彼の急激な成長を
促したのが、昨年からコーチ陣に加わったマイケル・チャン
の力です。彼は錦織選手の元来の素質を開花させ、世界
のトッププレーヤーの一員に引き上げた手腕は誰もが認
める所です。マイケル・チャンの役目をする委員会が存在
しないクラブはぜひ設立していただくようお願いします。
新しく入って来られた会員の方に、「鉄は熱いうちに打て」
のことわざの通り、早い時期にクラブに慣れて頂く為にも、
ロータリーとは何か、ロータリーの魅力や楽しさを理解して
もらう等の研修を行われることは素晴らしいことだと思いま
すし、退会防止にもつながると思います。
この点において何かお困りのことがあるようでしたらぜひ地
区研修委員会にご相談をいただければと思います。
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を扱うのが厳しい年齢の方もおられる
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。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。

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。
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いただ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。どうか、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、大阪淀川ロータリー・大阪東淀ちゃやまちロータリ
ー・新大阪ロータリーの益々の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。

合同例会の詳細な様子は次週掲載させて頂きます。

■９月のバースデーロータリアン

９月 ３日
９月１６日
９月１９日

谷口会員
村角会員
鋳方会員

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。
「世界へのプレゼントになろう」
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本日のメニュー
～洋食～
べジファースト 金系瓜と紫花豆のサラダ

私の好きな言葉

松茸とビーフコンソメスープのフレンチパイ包み焼き
真鯛と帆立貝柱のデュグレレ風
ヴェルモット酒の香り
フランスパンと南瓜パン
デセール 秋のフルーツにさつま芋アイス
珈琲

②田中幹事

「真面目にコツコツと」
大きなことを考えずに、現状を大切にして、
何事も小さな事の積み重ね。
苦あれば楽ありを信じて地道に誠実に対
処、対応。
人間向き不向きはあって当然ですが、不向
きだなと思うことも真面目にコツコツとや
ってゆけば、半人前のことはできる。向い
ていると思えるのは少ないがもしあっても
手抜きせず真面目に対処、対応。

次週のプログラム

第 1427 回例会／2015 年 9 月 9 日
◆唱

歌

◆イベント

第３回ジャンケン大会

◆卓

「交通安全教室」
淀川警察署 交通課長
警視 小山 裕一 様

話

本日の中国語

「R-O-T-A-R-Y」

６

年、月、日（天）
（ニエン、ユエ、リー）
２０１５年９月２日
（アー リン イー ウー ニエン
チュウ ユエ アー リー）

予定表
月

日
９

曜日
予定
時間他
２ 水 第１４２６回 例会 第２回クラブＦ 職業奉仕委員会・社会奉仕委員会 １２：００～社会奉仕委員会１３：３０～定例理事会
９ 水 第１４２７回 例会 「交通安全教室」淀川警察署 小山 裕一様
１３：３０～第２回戦略計画委員会
１３ 日 東淀川区民まつり「盲導犬育成バザー」１３：００～
東淀川区役所内 設営は１０：３０～
第１４２８回 例会 レディースサロン「ルーブル美術館展のみどころ」
１６

大石 博雄 会員

水

13：30～絵画クラブレッスン

例会後ＪＲにて京都へ 「ルーブル美術館展」鑑賞 （京都市美術館） 17：30～夕食会（ウエスティン都ホテル京都）
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「世界へのプレゼントになろう」

ttp://b-cures.net/他
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・（C）ikoi・Miho´s house 他

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

