
平成 21 年 8月 25 日 No.2034 H21.8.18 (No.2033) の例会記録 

今週の卓話 （8 月 25 日） 

次週の予定 （9 月 1 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 47 名 出席数 37名 欠席者 7 名 

特定免除 3 名 その他免除 0 名 

出席率 84.09％ 

前々回 7 月 28 日分 

ホームクラブの出席者 33 名 78.57％ 

メークアップの結果 389名 

特定免除 6 名 その他免除 0 名 

欠席者 4 名 修正出席率 90.47％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

２００９年～２０１０年度 

国際ロータリーのテーマ 

ロータリーの未来は 
あなたの手の中に ジョン・ケニー 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 

創立 1967 年 12 月 26日 
■ 会 長 谷中 清孝 
■ 幹 事 藤本 和俊 
■ 会報委員長 上田 正義 

◆4 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？ 
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ROTARY 
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OSAKA   JAPAN 

「それでこそロータリー」 「四つのテスト体操」 

・結婚記念日自祝 髙島 登 君 

・入会記念日自祝 中原 毅 君 

・入会記念日自祝 藤本 和俊 君 

・大西委員長・木田委員長 

情報集会お世話になりました 谷中 清孝 君 

・栃木県側から白根山へ登って来ました

山中 政治 君 

「新世代のための月間に因んで」 

中村青少年奉仕委員長 

「ミドルエイジからの食と頭皮ケア」 

若林 葉子 氏 

東村 正剛 会員 

ゲストスピーカー IM3 組ガバナー補佐 

西垣 文雄 氏



皆様こんにちは。 

長い盆休み、いかがお過ごしだったでしょうか？ともあれ 

今日メンバー皆様の元気そうな顔を拝見しまして安心いたし 

ました。 

私個人的には、 長い夏休みを頂き 8 月 5 日～16 日まで休養 

させて頂きました。毎日温泉につかり、ゴルフを楽しんだり 

しましたが休養よりもむしろ疲れました。 

本日は、2660 地区 3 組の西垣ガバナー補佐をお迎えしての卓話と言う事でござい 

ます。西垣ガバナー補佐を通じて、地区方針の再確認と大東ロータリークラブへの良 

きアドバイスを頂けたらと思います。 

西垣ガバナー補佐、どうぞ宜しくお願いいたします。 

さて、昨今ニュースを見ますと兵庫県佐用町の台風による大きな被害、被害は少な 

かったですが静岡県の大地震。何か嫌な自然災害が続いています。我々も他人事の様 

に考えずに、絶えず危険予知をしながら行動しなければならないと思います。 

良いニュースは、ゴルフの石川遼君の頼もしい結果。17 歳という年齢にもかかわ 

らずゴルフも人間性も完璧なのには感心いたします。 女子ゴルフも 10 代～20 歳代前 

後の若いプレーヤーが毎週活躍しています。 

バレーボールも 20 歳前後、そして夏の高校野球、競馬の旗手も・・・。 

一番驚いたのは先日の世界陸上でのボルト選手の 9 秒 5 という記録です。 

私達もそんな素晴らしい若者がもっと多く輩出するように応援して行きたいと思 

います。 

また先々週の情報集会には、大西委員長・木田委員長にお世話になり有難うござい 

ました。20 名以上の参加を頂き有難うございました。 

谷中 清孝 会長 会長の時間



◎ 社会奉仕委員会 田中 啓之 委員長 

青少年健全育成支援 第２回キャンペーンについて 

いつもお世話様です。 

青少年の薬物乱用防止や、ノロウイルス予防など青少年の健 

全育成支援第２回キャンペーンが、次の通り開催されます。 

日 時：９月１３日（日） 大東市民まつり開催中 

ＡＭ１０：００～１２：００ タオルハンカチなど配布 

ＰＭ ５：００～ ７：００ 盆踊りの混雑整理 

（キャンペーンとは異なります） 

場 所：末広公園 

注） 公園内にキャラバンカーの乗入れ不可となりサーティホール前と大東 

連合婦人会のテント前（配布のみ）でキャンペーをすることになりまし 

た。キャーペン参加の方は恐縮ですが、一旦サーティホール前に集合お 

願いいたします。 

残暑厳しい時ですが、参加ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

◎ 青少年奉仕委員会 中村 眞也 委員長 

＊第３０回大東ロータリークラブ旗争奪 少年野球大会 

開会式：９月 ６日（日）ＡＭ８：３０ 

閉会式：９月２１日（月・祝）ＰＭ２：３０ 

場 所：大東公園 

＊青少年奉仕委員会情報集会 

日 時：９月１日（火） ＰＭ６：００～ 

場 所：まんま家 

参加よろしくお願いいたします。 

委員会報告



「本年度のテーマと効果的なロータリークラブについて 」 

ＩＭ3 組ガバナー補佐 西垣 文雄 

私ども大東中央ロータリークラブは、大東ロータリークラ 

ブの子クラブとして 1996 年 3 月の創立で満 13 年を経、 次期 

年度では 15 周年を迎えます。貴クラブには親クラブとして 

お世話になって来た事に厚く御礼申しあげます。 私どもは 

巡り合わせにより、RI 3 組のガバナー補佐役を承り、二度目 

の訪問となりました。職分がまっとう出来ているや否や心配 

ではございますが、私なりに努めさせていただきますので何 

卒宜しくお願い申し上げます。 

今日はガバナー補佐の職務柄によるお話をさせていただき卓話とさせていただき 

ます。卓話はロータリーの例会では重要な位置付けとなっており、卓話に感動した、 

勉強になった、今日は出席してよかったなあ、とならなきゃいけないと思うのです。 

ところが、ガバナー補佐の話は些か無味乾燥で、負担さえ感じるお話となろうかと思 

いますが、 何卒役目柄をご理解いただき暫らくお付き合いいただきますようお願い致 

します。 

私とロータリーとのご縁は、昭和 47 年当地に着任し、大川社長がロータリアンで 

あったことに始まります。 

何故なら、当時、社長室の扉に貼られた「四つのテスト」を思い出します。またそ 

の頃、大川社長の話で印象的な話を一つ思い出します。例会場で税金話が出た時に、 

当社はボーリング場、ショッピングセンターを建設し、償却資産も多く、赤字経営で 

したので、大川社長は「うちは税金は心配ないんです。」としゃべったら、「大川君、 

大川君、大きな顔して前の道歩けまへんな」と吉川さんに言われ、愕然とした。との 

お話です。 私はロータリークラブというのはこういう人達の集まりなのだなと思った 

次第であります。今年度のガバナーのテーマはご案内の通り「ロータリーを身に付け 

よう」であります。 

さて、ガバナー補佐の役目は言うまでも無くガバナーの援助であり、夫々のクラブ 

が効果的なクラブとなる為のお手伝いをすることにあります。 

今年度 RI 会長ジョン・ケニー氏のテーマは、 ご案内の通り 「ロータリーの未来は、 

貴方の手の中に」と掲げられました。また、2660 地区大谷ガバナーは「ロータリー 

を身に付けよう」、ロータリーの綱領を夫々のクラブで唱和し易いように作り、第一 

例会で唱和してはどうでしょうかと提案しておられます。地区協議会にご出席の方、 

ガバナー月信をお読みの方はご承知のことですが、RI ケニー会長、大谷地区ガバナ 

先週の卓話



ーのお話を、 私なりに別紙に項目のみまとめてみましたのでご参考にしていただけれ 

ばと思います。 

効果的なロータリークラブの特徴は①会員基盤の維持拡大 ②成果のあるプロジ 

ェクトの実施 ③ロータリー財団の支援 ④クラブレベルを超えた指導者の育成が 

なされていなければならないと云うことになっています。 

先ず、 “会員基盤の維持拡大” ですが、 これは取りも直さず会員の増強であります。 
2660 地区においても現在約 4,000 人で一頃より約 1,000 人減少しており、今年度の 

地区の予算書では 3,900 人と推定して予算組されています。三組においては 6 月 30 
日現在３７９人、5 年前に比べ６９人の減少となっています。増加は門真 R.C.の.2 
名増、くずは R.C.が 1 名増、大東中央 RC 変らず、他クラブは全て減少でございま 

す。

貴クラブは 5 年前 63 名、現在 48 名、目標 50 名と承っています。 

先の会員増強研修セミナーでは名古屋東南RCのロータリアン伊藤秀雄氏のユニー 

クなお話の中で、全員が必ず３年以内に少なくとも一人以上、例会に誰かを同伴する 

事とのお話がありました。会員になるかどうかはかまわないのです。是非ともクラブ 

として長期計画の中で会員増強を計画の重要項目として位置付け、 全員で協議し増員 

を図られることをお願い致します。 厳しい経済環境下ではありますが何卒頑張って頂 

きたい。 貴クラブは過っては 80 名の会員を擁するクラブであったのです。「ロータリ 

ーの未来は貴方の手の中に」なのです。こんな時にこそ真のロータリアンが発掘でき 

るのではないかと思います。 

次に“成果のあるプロジェクトの実施について”ですが、貴クラブは「意義ある業 

績賞」はじめ、二つの子クラブも作られました。2660 地区内でも数少ないインター 

アクト・クラブの支援等数々の奉仕活動の実績を挙げてきておられます。従前にも増 

して奉仕活動の増進をお願い致します。 今年度の会長賞はお手元の資料に記載の通り、 

会員純増 1 名、 ①～⑥から三つの完了が必須要件となっていますのでご案内しておき 

ます。大東中央は前年度会長賞をもらうようです。今年度は親クラブの貴クラブに是 

非もらっていただきたく思います。 

三つ目の“財団への支援”ですが先日も地区の国際奉仕、WCS、の研修会が行な 

われ報告がありました。ロータリー財団は、この度の米国金融会社の破綻に端を発す 

る経済不況により多額の損失を被り、WF(ワールド・ファンド)は７０％減少せざる 

を得なくなったとのことであります。従って財団の世界社会奉仕（WCS）のための 

資金は無くなり次第終了とのことでございます。マッチンググランド（MG）の取り 

組みをお考えのようでしたら、いち早く地区財団活動資金（DDF）の申請をされる 

ことをお勧めいたします。 7 月 11 日時点で 8 件の申請があり 1 件が RI より受付番号 

を得たとのことでした。地区補助金（DSG）も早い者勝ちです。大東中央 RC では先 

日申請したところ下りたそうです。 財団の活動はロータリー活動の両輪の一つと 

いわれているところです。 私達の寄付金の５０％は３年後に間違いなく地区に還元さ



れるわけですから、 厳しい経済環境かと存じますが何卒引き続きご協力をお願いいた 

します。因みに今年度大谷ガバナーは財団年次寄付目安を 13,000 円以上と表明して 

おられます。 

尚、先日の地区合同委員会の財団部門の福家委員長のお話では財団補助金制度が 
2013～2014 年度から大きく変化するそうです。これは「未来の夢計画」というロー 

タリー財団の新しい構想に基づくものとのことです。いずれにせよ当面、財団に関す 

る情報には関心を持って頂きたいと思います。委員長は挨拶の中で今の財団には「不 

満ではあるが、不信ではない」。少なくとも 4 万人の奨学生を支援してきたのですか 

らと締め括っておられました。 

四つ目の指導者の育成ですが三組からは地区委員として 16 人の方々が参加されて 

おり、貴クラブからは米山奨学委員会に大西寛治様、インターアクト委員会に田川和 

見様、青少年奉仕に田中啓之様、に夫々ご尽力頂いています。 

指導者の育成はクラブにあってはクラブ指導者（会長・幹事・委員長・研修リーダ 

ー）が包括的な研修プランを立案しクラブをより良く指導していただければ、クラブ 

の奉仕活動がより充実したものになると思います。また、包括的な研修は次のような 

ことを確実なものにします。クラブ指導者の地区研修会合への出席、新会員のための 

一貫したオリエンテーションの定期的な実施、 現会員のための継続的教育の機会の提 

供、 リーダーとしてのスキル開発プログラムを全会員への提供といったことを確実に 

することになります。 貴クラブには大川会員の著作本 「ロータリーの面白ゼミナール」 

もあります。地区の研修チームや卓話バンク等の利用もご検討して下さい。 

以上効果的なロータリークラブとなるための基本的な事柄を申しあげました。 

次に、大谷ガバナーのテーマ「ロータリーを身に付けよう」の具体的中身は、「綱 

領を自分のものとして身につける」ことであます。私はチャーターナイトの最後の閉 

宴の挨拶に、当時、ロータリーの真髄が何たるやも解らずして、「奉仕の理想を実践 

し、ロータリアンとしての品位の向上に努めます」と挨拶したことを思い出します。 

それから 13 年、どれほどのことをなし、どれほど向上したのか気恥ずかしい限りで 

すが、 今年度のテーマに接しロータリアンとして今一度思いを新たにし皆様と共々に 

勉強せねばと思うところでございます。ロータリーは実践・行動の哲学であり、日々 

の暮らしや生活の中に生きているものであり、 生かされねばならないものと思います。 
RI では綱領の文言は英文が全てであります。残念ながら我らは邦文訳に頼らざる 

を得ないわけで、そうすると大方のひとがその文言に違和感を感じたり、理解しづら 

いと感じたりするところであろうかと思われます。綱領の研究には文献、参考資料も 

ありますが、ケニー会長・大谷ガバナーの言っておられるロータリーの中核的価値観 

をベースに皆様の意見で自分達のクラブの目標や在り方等を論じ合い、 貴クラブにふ 

さわしい「Object of  Rotary」を仕上げてもらいたいのです。 

以上をもって本日の卓話とさせていただきます。


