
平成 22 年 8月 10 日 No.2078 H22.8.3 (No.2077) の例会記録 

今週の卓話 （8 月 10 日） 

次週の予定 （8 月 24 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告 

会員数 44 名 出席数 37名 欠席者 2 名 

特定免除 5 名 その他免除 0 名 

出席率 94.87％ 

前々回 7 月 20 日分 

ホームクラブの出席者 40 名 97.56％ 

メークアップの結果 41 名 

特定免除 3 名 その他免除 0 名 

欠席者 0 名 修正出席率 100.00％ 

ロータリーソング 

ニコニコ箱 

「 君が代 」 「 奉仕の理想 」 「 四つのテスト体操 」 

・誕生日自祝 田川 和見 君 

・インターアクトクラブ 御礼 加藤 敏明 君 

・剣道大会 御礼 加藤 敏明 君 

・メークアップ無お詫び 松原 清一 君 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ レイ・クリンギンスミス 

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 加藤 敏明 
■幹 事 中原 毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆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？ 

DAITO 
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OSAKA   JAPAN 

「 癒 し 」 

松原 清一 会員 

「 波 乱 万 丈」 

佐藤 多加志 会員



皆様、こんにちは。たいへん暑い日が続いていま 

す。熱中症には特に気をつけて下さい。 

さる７月３０日、三田眞作様が逝去されました。 

通夜、告別式に参列してまいりました。ご功労に敬 

意を表しますとともに、謹んでご冥福をお祈りいた 

します。さて、先週は、ＩＭ３組ガバナー補佐 西 

原房三氏をお迎えし、勉強会及び卓話をして頂きま 

した。特に力を入れられた話しは、会員増強の声です。熱意をもってロータリーの 

魅力を知らせて下さい、とのことです。他に、広報活動などもあげられました。 

４月にＲＩ規定審議会が開催され、いくつかの議案が採択されました。改定内容 

の一覧は、次の通りです。 

審議案 

№ 

制定案 

決議案 
内容 

10－06 制定案 Ｅクラブ(電子的な通信手段を通じて会合するロータリークラブ)を規定する 

件 ＊１地区２つまで 

10－11 制定案 直前会長の役職を設ける件 

＊標準ロータリークラブ定款（手続要覧 P246）の改正 

＊第 10条 理事および役員 第 4節 役員 

クラブ役員は、会長・直前会長・会長エレクト… 

10－23 制定案 出席規定の適用の免除に関する規定を改定する件 

＊標準ロータリークラブ定款の改正 

＊第 9条 出席 第 3節 出席規定の免除 

(b)年齢が 65 歳以上の会員でかつ、一つまたはいくつかのロータリークラ 

ブのロータリー歴と会員の年齢の合計が 85年以上であり、 出席規定の適 

用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会 

が承認した場合。 

10－27 制定案 出席記録の算出に関する規定改正の件 

＊標準ロータリークラブ定款（手続要覧 P246）の改正 

＊第 9条 出席 第 5節 出席の記録 

本条第3節(b)または第4節の下に出席規定の適用を免除された会員がクラ 

ブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は本クラブの出席率算出に 

使う会員数と出席数に含まれるものとする。 

加藤 敏明 会長 会長の時間



10－52 制定案 移籍ロータリアンおよび元ロータリアンに関する規則を改正する件 

＊国際ロータリー細則 4.030.（手続要覧 P186）の改正 

＊内容：移籍ロータリアン、元ロータリアンを正会員として受入れるクラブ 

は当核会員がかつて所属していたクラブの理事会からクラブ会員で 

あったとの証明を受理することを条件づける。 

10－53 制定案 上記 10－52 に更に加えて 

＊内容：移籍ロータリアンまたは元ロータリアンは元のクラブに未納金が一 

切ない旨記した書面を提出するように本人に要求することが推奨される。 

＊標準ロータリークラブ定款第 7 条第 4 節（手続要覧 P243）を上記改正にあ 

わせて修正する。 

10-56 制定案 会員身分の終結に関する規定を改正する件 

＊標準ロータリークラブ定款（手続要覧 P248）の改正 

＊第 12条 会員身分の存続 

（a）・・・本会合の指針となる原則は、第 7条の第1節 

「四つのテスト」。およびロータリークラブ会員として持つべき 

高い倫理基準とする。 

10－61 制定案 地区協議会と会長エレクト研修セミナーの開催時期を変更する件 

＊国際ロータリー細則（手続要覧 P224）の改正 

＊内容：PETS 2 月または 3月中 

地区協 3月・4月・5月のいずれかの月 

10－87 制定案 第五奉仕部門、「青少年奉仕」を加える件 

＊標準ロータリークラブ定款（手続要覧 P242～243）の改正 

＊内容：「新世代奉仕」を第 5の奉仕部門として追加する。 

10－127 制定案 人頭分担金を増額する件 

＊国際ロータリー細則（手続要覧 P233）の改正 

＊内容：現在(2010～11) 半期 25ドル 

改正(2011～12) 半期 25.50 ドル 

改正(2012～13) 半期 26ドル 

改正(2013～14) 半期 26.50 ドル 

＊上記改正にあわせて最低分担金の額も改正する。 

10-151 制定案 ガバナーの任務を改定する件 

10-154 制定案 ガバナー・ノミにーの選出に関する規定を改正する件 

10-155 制定案 ガバナー・ノミにーの対抗候補者に関する規定を改正する件 

10-157 制定案 ガバナー・ノミにーの対抗候補者に関する規定を改正する件 

10-159 制定案 ガバナー選挙の郵便投票の書式を改定する件 

10-161 制定案 ガバナーの特別選挙に関する規定を改正する件 

10-165 制定案 RI 第二の標語を改定する件



＊標語の「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」の英文を 

“They Profit Most Who Serve Best”から 

“One Profits Most Who Serves Best”に改正する。 

10-169 制定案 加盟停止となったクラブの復帰と終結の時期を規定する件 

10-176 制定案 インターアクトに関する RI常任委員会を設置する件 

10-186 制定案 機関雑誌の合同講読を認める件 

＊国際ロータリー細則（手続要覧 P238）の改定 

＊内容：同じ住所に住む 2 人のロータリアンには、機関雑誌を合同で購入す 

る選択肢がある。 

10-203 制定案 立法案の提案者に趣旨および校歌の提出を義務づける件 

第９条 出席 

第 3 節 理由のある欠席。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。 

（ａ）理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由に 

よる会員の欠席を認める権限を持つ。このような出席規定の適用の免除は、最長 12 ヶ 

月までとする。 

（ｂ）年齢が 65 歳以上の会員で、かつ、一つまたはいくつかのロータリークラブのロ 

ータリー歴と会員の年齢が合計 85 以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希 

望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。 

第 4 節 ＲＩ役員の欠席。会員が現役のＲＩ役員である場合、その会員に対する出席規 

定の適用は免除されるものとする。 

第 5 節 出席の記録。本条第 3 節（ｂ）または第 4 節の下に出席規定の適用を免除され 

た会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出 

に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。 

「 閑 
しず 

かさや 岩にしみ入る 蝉 
せみ 

の声」 

松尾芭蕉 

あたりは、ひっそりと静まり返って物音一つしない。その静か 
さの中で鳴き出したせみの声は、岩にしみ入るように感じられ 
ることだ。「静かさ」ではなく、「閑かさ」と表現して、さびし 
く物静かな情景を強調している。 季語：蝉の声（夏）



◎ 雑誌委員会 福富 經昌 委員長 

今月の｢ロータリーの友｣(2010 年 8 月号) 
【横組みページ】 

☆今月は会員増強および拡大月間です。これにちなんでの特集として“私たち、楽 

しんでいます！”のなかで各クラブの活動が紹介されています。例えば‘94 歳 

の新入会員’‘「量も質も」を追求する会員増強’‘夫婦会員 3 組誕生！’など興 

味深い記事が掲載されています。数字で見るロータリーでは会員数や例会日に関 

することが掲載。 

☆ＲＩ会長メッセージ：ＲＩテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」の解説。 

☆モントリオール国際大会（2010 年 6 月 20～23 日）の報告記事。 

☆田岡俊次氏の“急接近する中国と台湾”では最近の中台事情。 

☆ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識。 

☆ロータリーの基礎知識：www.rotary.org/ja/rotarybasics , www.rotary.or.jp 
【縦組みページ】 

『スピーチ』は、国際ロータリー第 2770 地区第７グループ IM 講演要旨(2010 年 2 
月 11 日)の埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター教授尾崎啓子氏による「活き 

活き子育て・心育て」です。子どもは「甘やかせる」のではなく「甘えさせる」のが 

大切と述べておられます。『友愛の広場』では大東中央ＲＣの樋口光弘氏の「第 3460 
地区大会に出席して」が掲載されています。『Rotary At Work』では各クラブの興味 

ある種々の活動状況が報告されています。是非ご一読下さい。 

＊投稿原稿募集！ 

「卓話の泉」「ロータリー俳壇・歌壇・柳壇」「言いたい 聞きたい」「友愛の広場」 

「ロータリー・アット・ワーク」（写真編・文章編）「私の宝物」「バナー自慢」「内外 

よろず案内」「掲示板」の項への掲載原稿を募集いたしております。 

◎ 親睦活動委員会 田川 和見 委員長 

秋の家族会 2010 年 10 月 5 日（火）～6 日（水） 

山口県・萩 方面 

委員会報告



《理事会報告》 

(1)青少年奉仕 剣道大会決算報告について・・・別紙参照 承認 

次年度は保険の加入を検討（負担は何処がするのか） 

野球大会について・・・10 万円 承認 
(2)社会奉仕 大東市民まつり 9 月 19 日協賛金について・・・5 万円 承認 
(3)事務局夏休みについて 8 月 13 日（金）～8 月 18 日（水）・・・承認 
(4)2008～2009 年度の決算報告について・・・別紙参照 承認 
(5)秋の家族会について・・・10 月 5 日～6 日 山口方面 承認 

（予算については次回理事会にて） 
(6)その他 

・空門満也氏 承認取消について・・・承認 

・松竹智博氏 承認取消について・・・承認 

・清水 修会員 出席免除申請について・・・承認 

・薬物乱用防止キャンペーンについて・・・市民まつりにてキャンペーン 

予算 13 万 承認 

理事会報告 中原 毅 幹事



「 クラブ奉仕部門の運営について 」 

木田クラブ奉仕委員長 

担当はクラブの副会長が行い、この委員会には１２の委員会が含まれます。 

本年度ＲＩテーマは「地域を育み 大陸をつなぐ」であります。世界を見渡すと、 

リーマンショックによる世界大不況、国内では政権与党の交代、雇用問題、失業率の 

増加など色々な問題を抱えています。 

我々ロータリアンの会員の減少にストップをかける政策も必要であります。 
(1) 会員増強と退会防止 
(2) 例会出席率の向上 
(3) 規律正しく、楽しいロータリー 
(4) 広報活動の活用 
(5) ロータリーの原則の重要性を再認識 
(6) 地区大会への全員参加 

今日の大東ロータリークラブには、無くてならない基本方針であります。この目標 

を達成できるよう、委員会の目標を立て各委員会の委員長と理事役員との連絡を密に 

果たしていき、又バランスのとれた奉仕プログラムを計画いたします。 

本日は、委員会の役割と責務についてお話させていただきます。 

① 奉仕プロジェクトの実施 

② バランスのとれた奉仕プログラムの計画 

③ 募金活動 

④ 危機管理について 

「超我の奉仕」は、ロータリーの第一の標語です。すべてのロータリアンには、地 

元はもとより世界中の地域社会において、奉仕を通じて人々の生活の質を向上させる 

方法を見出す責務があります。 

クラブ奉仕プロジェクト委員会の役割は、地元および海外の地域社会を支援する教 

育的・人道的プロジェクト、ならびに職業奉仕プロジェクトの立案と実施を援助する 

ことです。クラブ奉仕プロジェクト委員会の以下の責務を説明します。 

先週の卓話



・次年度のクラブ奉仕プロジェクト目標を達成できるよう、委員会の目標を立てる。 

・奉仕プロジェクトを実施する（調査、計画、評価を含む） 

・バランスのとれた奉仕プログラムを計画する 

・ほかの団体やボランティア、委員と協力し、プロジェクトの効果を最大限にする。 

・プロジェクト資金を調達するため、募金活動を計画、実施する。 

・クラブのプロジェクトと活動に影響する責任問題(賠償責任など)を理解しておく。 

●奉仕プロジェクトの実施 

奉仕プロジェクト委員会には、クラブの資金やロータリアンの時間を適切に活用し 

ながら、支援を必要としている人々に恩恵をもたらす奉仕プロジェクトを実施する責 

務があります。このような奉仕プロジェクトを成功させるための段階的なアプローチ 

が提案されています。 

(1) 現状を調査する 
(2) プロジェクトを選ぶ 
(3) 計画を立てる 
(4) 実行する 
(5) 成果を評価する 

●バランスの取れた奉仕プログラムの計画 

国際ロータリーとロータリー財団は、クラブが奉仕プロジェクトを選び、奉仕目標 

を達成するためのリソースを提供しています。奉仕プロジェクトを計画する際には以 

下を考慮に入れてください。 

・四大奉仕部門：クラブ奉仕、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕 

・会長賞プログラムと強調事項 

・ＲＩの長期計画とＲＩ理事会が定めた具体的な奉仕分野 

・ロータリー財団の使命や重点分野 

・地域社会のニーズ調査 

・インターアクト：14～18 歳までの青少年を対象にした奉仕クラブ 

・ローターアクト：18～30 歳までの青年男女を対象にした奉仕クラブ（地元のロ 

ータリー・クラブにより提唱される） 

・ロータリー地域社会共同隊（RCC）：ロータリアンでない成人からなる奉仕グル 

ープ（地元のロータリー・クラブにより提唱される） 

・世界ネットワーク活動グループ：共通の関心の下に、国際的に形成されたロータ 

リアンのグループ（ロータリアン行動グループまたはロータリー親睦活動グルー 

プ）



・ロータリー友情交換：国際的な友好を推進しながら、奉仕プロジェクトのための 

国際協力関係を築き上げていくプログラム 

・ロータリー・ボランティア：支援を必要とするプロジェクトのために、奉仕活動 

を行ったり専門知識を活用したりする機会をロータリアンとその他の専門職従 

事者に提供するプログラム 

・青少年交換：15～19 歳の学生に国際理解と平和を推進するプログラム 

・ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）：指導力、市民としての役割、 

人間的成長に重点を置く青少年のための研修プログラム 

・世界社会奉仕（WCS）：２か国以上のロータリー・クラブによる共同社会奉仕プ 

ロジェクト 

・人道的補助金プログラム：クラブと地区が人道的奉仕プロジェクトを実施するの 

を支援するプログラム 

・教育的プログラム：直接的な交流、友情、研究や勉学、異文化交換を通じて、理 

解を深め、平和を育むプログラム 

・ポリオ・プラス：世界ポリオ撲滅活動を支援するプログラム 

●募金活動 

募金活動を成功させることによって、人々の生活を真に変えるようなプロジェクト 

の支援が可能となります。十分な資金なしでは、効果的なプロジェクトを実施するこ 

とはできません。プロジェクトの予算にあわせて、必要な資金を決めてください。ク 

ラブで募金活動を実施するか、外部の資金提供者に頼る必要がある場合があります。 

プロジェクトに必要な資金を集めるために、募金活動の計画を立ててください。 

クラブの募金活動は、クラブ指導者、クラブ幹事や会計、そして時にはクラブの複 

数の委員会の協力によって実施されます。 

(1) 募金活動のニーズを見定める 
(2) 予算を組む 
(3) 利用可能なリソースと募金活動の目標達成に必要なリソースを特定する 
(4) 諸準備について把握する 
(5) ボランティアをまとめる 
(6) 行事を広報する 
(7) 募金活動を実施する 
(8) 事業慣行に沿って資金を管理する 
(9) ボランティアと寄付者を表彰する 
(10) 活動を評価する 
(11) 将来の募金活動への継続を図る



●危機管理 

危機管理とは、不慮の損失による影響を最小限に抑えるため、組織の活動を計画、 

組織、主導、管理するプロセスを意味します。奉仕プロジェクト委員会の委員は、 

機器を最小限に抑え、クラブの会員と資産を守る立場にあります。法的責任や損害 

賠償の問題は国によって異なるため、財務に関する法律を調べ、クラブがこれを遵 

守するよう監督する責任は、委員会にあります。奉仕プロジェクトを計画する際に、 

以下の基本的な点について考えておくことにより、個人的な責任とクラブの責任を 

問われるリスクを抑えることができます。 

・どのような事態が起こりうるか 

・恐れていた事態が起きた時、会長あるいはクラブはどのように対処するか 

・損害が生じた場合、その賠償金をどのように支払うか 

危機が生じる可能性が高い場合、以下を実行することによってその可能性を減らす 

ことができます。 

・予定されていた行事や活動を取りやめる 

・危機を軽減するために、行事や活動に変更を加える 

・起こりうる問題に対処するための計画を立てる 

・予定している行事や活動に参加し、危機をともに背負うことに同意してくれる他 

団体を探す


