
平成 21 年 10 月 27 日 No.2042 H21.10.20 (No.2041) の例会記録 

今週の卓話 （10 月 27 日） 

次週の予定 （11 月 10 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 47 名 出席数 34名 欠席者 7 名 

特定免除 6 名 その他免除 0 名 

出席率 82.93％ 

前々回 10 月 6 日分 

ホームクラブの出席者 25 名 64.10％ 

メークアップの結果 35 名 

特定免除 8 名 その他免除 0 名 

欠席者 4 名 修正出席率 89.74％ 

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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「奉仕の理想」 

３クラブ合同 ガバナー公式訪問により 

ニコニコ箱は割愛されました 

「ロータリー財団月間に因んで」 

山中 ロータリー財団委員長 

ゲスト 第 2660 地区ガバナー 大谷 透 氏 

ビジター 大阪西南ＲＣ 上田 直樹 氏 

「米山月間に因んで」 

植田 米山奨学委員長



本年度、大谷ガバナーをお迎えして３ＲＣ合同公 

式訪問がやってまいりました。四條畷ロータリーク 

ラブがホストクラブですので、少しお時間をいただ 

きます。 

先だって、大阪法務局で大阪府人権擁護協議会が 

主催する中学生人権作文コンテストの一次審査があり、 四條畷市の人権擁護委員と 

して参加しました。府下４０数名で審査されました。 

１．内容 

日常家庭生活・学校生活・グループ活動・地域社会とのかかわりの中で得た体験 

を通じて基本的人権の重要性・必要性について考えていること。 

２．審査の視点、基準 
1）テーマに対する筋道や文章に一貫性があるか。 
2）表現力・説得力があるか。 
3）人権問題に対する感覚や意識は？ 
4）自分の身辺のことや社会問題を敏感に・的確にとらえているか。 

３．配点 １点～5 点 ４項目で最高５点 ２０点満点（一人の持ち点） 

応募数は、 19667 点 （原稿用紙３枚まで） 学校数は、 152 校の参加がありました。 

（一部学校の先生に抜粋し提出依頼） 

１位 子供に関する問題をテーマとした作品 

いじめや児童虐待のテーマ ２２００点 

２位 戦争や平和をテーマとした作品 １４３０点 

３位 環境問題をテーマとした作品 １１５３点 でした。 

参加して感じたことは、学校の先生の指導・取り組み姿勢が子供たちに与える影 

響は非常に大きいと感じました。 

１２月には、 世界人権デーもありますので、 人権について話をさせて頂きました。 

有難うございました。 

四條畷ＲＣ 平井 正雄 会長 会長の時間



◎ 社会奉仕委員会 田中 啓之 委員長 

『美化ハイキングのご案内』 

毎年１１月第２日曜日に実施されます美化ハイキングが下記の通り開催されます。 

１．日 時：平成２１年１１月８日（日） 

午前９時より受付開始 

午前１０時出発（小雨決行・雨天の場合は中止） 

２．集合場所：野崎まいり公園 

３．コ ー ス：野崎まいり公園 → 野崎観音 → 辻の新池 → 桜池 

→ 野外活動センター（昼食・ビンゴゲーム）解散 

４．内 容：飯盛ハイキング道の清掃（清掃用具は主催者で用意） 

５．持 ち 物：弁当・水筒・雨具等 

６．主 催：大東市・大東市民憲章推進協議会・大阪府 

※ 参加される方は、１０月３０日までに事務局へお知らせ下さい。 

『兵庫県西・北部豪雨義援金ご協力の御礼』 

国際ロータリー第２６８０地区 

ガバナー 中 村 尚 義 

代表幹事 明 石 和 男 

拝啓、秋涼の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度の被災に際しましては、早速ご丁寧なお見舞いを頂き有難うございま 

した。又、その上に、多額のご援助を頂戴し、重ねて厚く御礼を申し上げます。皆様 

の温かいお気持ちに、地区一同感謝の気持ちでいっぱいでございます。 

被災した地域の被害は甚大で、ロータリアンが被災したクラブもありましたが、現 

在は徐々に復旧してきたところです。被災地域のロータリークラブと相談して、皆様 

から寄せられた御厚意が有意義に復旧に役立つよう準備をすすめております。 詳細に 

ついては、後日ガバナー月信にて御報告致すつもりでございますので、何卒ご理解賜 

りたく宜しくお願い致します。 

本来なら参上し、ご挨拶申し上げなければならないところですが、失礼ながら書中 

をもって御礼申し上げます。 皆様のご健康とますますのご発展を祈念致しております。 

敬具 

委員会報告



「ガバナー公式訪問」 

第 2660 地区ガバナー 大谷 透 氏 

本日は、大東、四条畷、大東中央の 3 クラブ合同 

例会への公式訪問をお受けいただきまして有難う 

ございます。ガバナーの公式訪問の目的は、一言で 

云えば「クラブを励ますこと」であります。 

西垣ガバナー補佐の報告と、各クラブの現況報告 

を見せて頂き、現在の不況・高齢化の中、3 クラブ 

とも会員増強の強い意志を持っておられ、安心しました。 

又、今回の合同例会の如く、John Kenny 会長も偶には複数のクラブの共同事業や 

例会を持つ事が、クラブの活性化に繋がると言って推奨しています。 

先週、 素晴らしい成果をもって終了した秋のライラをホストした阿倍野クラブは 

会員数 18 名の小クラブです。それで、近隣クラブがすべて全員登録で協力し、資金 

だけではなく、時間と力（能力＆労力）を提供して、美しい協力絵図を見せていただ 

きました。これぞロータリアンと思わせられました。 

今回のライラのテーマは「リーダシップの人間力」でした。リーダーシップとは 

理論学習と実践活動を通じて身に付けた能力と定義されていました。即ち、知ってい 

るだけではためなのです、実践力が無ければ、リーダーシップはないと云う事になる 

のです。会員増強の方法論など、知識や情報は結構入ってくるのですが、其れに気合 

を入れて実行に移す能力に欠けている場合が多いのです。 

また、リーダーシップとは：与えられた情況の中で、目標の達成にメンバーが積極 

的に取り組み、期待される結果を作り出すよう影響を与えることなのです。与えられ 

た情況の中で、即ち、現在のような不況の中で なのです。条件がよくなればでは無 

いのです。目標の達成にメンバーが積極的に取り組んで、会員増強を達成すると云う 

結果をだすことです。それがロータリーの Core Value）の一つであるリーダーシッ 

プであり、人間力（人間としての魅力）であります。 「ロータリーを身に付けよう」 

は、core value の一つであるリーダーシップも全員が身に付けよう。そして、各車両 

にモーターを内蔵した新幹線型で実践活動をしよう、 そうすれば会員増強は達成でき 

ると確信します。 

今年度のＲＩのテーマ「ロータリーの未来はあなたの手の中に」は、ロータリーを 

奉仕団体にしようとする勢力と、自己研鑽型社交クラブ的要素を重んじる勢力が、対 

立することなく、両者の責任と知恵の共有を求めた、よく考え抜かれた、タイムリー 

なテーマです。 

先週の卓話



会長がマハトマ・ガンジーの言葉「未来は、私たちが現在なにをするかによって決 

まる」を重く受け止めて、このテーマを決めたということは、行動の意思決定を下す 

我々の価値観に信頼を託されたということです。 従って、我々は信頼に応えてロー 

タリーの中核をなす価値観（core value）を身に付ける必要を感じ、 地区のテーマを 

「ロータリーを身に付けよう」としました。 

そのためには基本を理解しておく必要があります。 

ロータリーの綱領（目的）は“奉仕の理想”を鼓吹し育成することです。英語の原 

文“Ideal of service”が示す概念とは、 “人のニーズを良く汲み取って、そのニーズ 

を理想的なかたちで満たしましょう” 、という意味です。そして、これを 4 大奉仕に 

も適用するようにと念を押して、4 つの項目を挙げています。 

【第一項目】 の 「知り合いを広めよう」 の原文では “development of acquaintance” 

即ち,知り合いの程度を発展させる事にも“Ideal of service”を適用せよというので 

すから、単に会員増強だけではなく、交友関係を深め、親友を作る事も含んでいるの 

です。Personal な交友関係は人生の宝です。 

【第二の項目】は自分の職業にも“Ideal of service”を適用するのですよ、そのた 

めには職業倫理を高く保ち、高潔さと誠実さ（Integrity and honesty）を忘れては駄 

目ですよ。これが一番 手近かで出来る社会貢献なのですよと云っているのです。 

職業に“Ideal of service”を適用すると云うことは：顧客の、そして従業員の、ニ 

ーズをよく汲み取って、最もその人たちのためになるようなかたちで、そのニーズを 

満たしましょうと言う事です。従って、They profit most who serve best. というの 

は、顧客のニーズを満たそうと最善を尽くした 者の 商売が一番繁盛する、と云う事 

ですから、納得できます。 

【第 3 項目】は社会奉仕、【第 4 項目】は世界社会奉仕に於いて、地域の ニーズを 

よく汲み取り、それを理想的なかたちで満たして行きましょう、という事です。 

これらのことは ロータリーが身に付いていないと なかなか出来ない事です。ど 

うすれば身に付くのでしょうか。 我々が 4 つのテストを歌にまでして一緒に歌うのも、 

共通の言葉による思想表現があってこそ、筋の通った活動ができ、連帯感をもって励 

ましあうことも出来、よりロータリーが身に付くからであります。 

各クラブが自分のクラブの特徴を生かしたクラブ目標を作って、 全員で唱和すると 

いう私の提案理由は今年度のガバナー方針に箇条書きにしてあります。 

夫々のクラブが、その特徴や長期計画を見据えて、RI の綱領を内容的に十分に 

カバーして、しかも全員で唱和するのが楽しくなるような、目標文を作って、唱和し 

て欲しいのです。 

しかし、 これは少しでもロータリーを身に付けるための医者の処方箋とおなじで、 

合わない人や副作用の出る人はその薬を服用しないで頂きたいのです。「ロータリー 

の未来はあなたの手の中に」あるのです。



大東 Rotary Club 大東中央 Rotary Club 四条畷 Rotary Club 

谷中清孝 会長 樋口光弘 会長 平井正雄 会長 

藤本和俊 幹事 池田文治 幹事 景山隆光 幹事 

役員、理事 及び 会員の皆様 

２００９年１０月２1 日 

国際ロータリー 第 2660 地区 ガバナー 大谷 透 

拝啓 秋冷の候 益々ご清祥のこととお慶びもうしあげます。 

昨日のガバナー公式訪問に際しましては、 都会の喧騒を離れた素晴らしい会場にて、 

3 クラブ合同の例会にて歓迎を賜り、有難うございました。 又、大東・四条畷 RC 

に於かれましは、会に先立つ懇談会におきまして、役員の方々のクラブ維持・発展へ 

の真摯な取り組みの姿勢を伺うことができ、 会員増強に関して皆様方の決意の程を伺 

うことができて感謝でした。 

例会におきましても、国際ロータリーの役員として丁重にお迎え下さり、それに 

相応しく職責を果たしえたかどうか、不安を感じたことでしたが、皆様方の意欲を感 

じることができて、嬉しく思いました。 

大東中央RCに於かれましては、 例会ご皆様と和やかな話し合いのひと時をもてて、 

台中南門 RC との交流の記念品までお土産に頂きまして、有難うございました。 

御３クラブとも、今後も女性会員をも含めた増強に励まれ、益々 effective なクラ 

ブとして、継続的発展を遂げられますことをお祈りしております。 

敬具 

Service Above Self － They Profit Most Who Serve Best 
Rotary International District 2660


