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◆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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Peace Through Service ‐

２０１２年～２０１３年度

奉仕を通じて

国際ロータリー会長

国際ロータリーのテーマ

平和を

田中 作次

平成 24 年 8 月 21 日
（8 月 21 日）

今週の卓話
「

No.2171

クラブ奉仕部門の運営について 」

H24.8.7. (No.2170 の例会記録)

ゲスト
ビジター

樋口ガバナーバナー補佐
大東中央 RC 太田 八重子 氏

上田 正義 会員
今月のテーマ

（8 月 28 日）

次週の予定
「

「会員増強および拡大月間」

市政を顧みて 」
岡本 日出士 会員

ロータリーソング
「奉仕の理想」

先週の例会報告
◆ 出席報告（8 月 7 日分）
会員数
特定免除

ニコニコ箱

44 名 出席数 33 名 欠席者 7 名
4 名 その他免除

0名

出席率 82.50％
前々回 7 月 24 日分
ホームクラブの出席者

30 名

83.33％

メークアップの結果 33 名
特定免除
欠席者

％

10 名
1

その他免除

修正出席率

97.05

0名

・誕生日 自祝
田川 和見 君
・淀川花火大会へ家族と行ってきました中原
毅 君
・米山奨学生付翠紅（フ スイコウ）さんと食事をしてきました
田川委員長ファミリーお世話になりました 感謝
杉原 巨峰 君
・インターアクト海外研修ご苦労さま 東野 喜次 君
・情報集会欠席 お詫び
福富 經昌 君

会長の時間

藤本

和俊 会長

暦の上では今日は立秋ですが、太平洋高気圧の影
響で毎日暑い日が続き、この５日には日本各地でこ
の夏一番の猛暑日を記録しております。また、熱中
症による救急搬送者数の発生件数も急増しています。
それに伴い電力需要も高まっていますが、関西電
力管内では 2010 年と比較して９％の節電が実施されており、計画停電の可能性は
低くなっているようです。しかしより一段の節電を今後も必要かと思われますので、
引き続き皆様のご協力も宜しくお願いします。
さて今月は会員増強および拡大月間であります。増強する事はなかなか難しいこ
とですが、減少は会員総数の５～１０％の会員が毎年退会する自然傾向にあります。
従ってクラブを維持するために新会員の入会は必須であります。因みに当クラブの
2000 度年には 70 名の在籍会員が、2006 年度には 54 名、2012 年には 44 名に。
そして過去 5 年間の会員増減は、入会者 10 名・退会者 16 名、純減 6 名という結
果です。しかし退会理由には死亡、事業所移転、健康上の問題などでの方々も多く
含まれています。そこで退会防止に向けて魅力あるクラブ作りが必要となってきま
す。ここ数年ホームクラブ出席率・修正出席率が 100％近く示すように、会員相互
のロータリーの温かい親睦を味わう事を中心にして、各奉仕事業の熱意ある取り組
みが出席率の向上、またそれが魅力あるクラブに成長しているのではないかと思い
ます。しかし老・壮・青のコミュニティが、今一歩必要ではないかと思いますので、
今後の課題としてよろしくお願いします。
そして今年度方針に掲げました純増 4 名の会員増強にむけて、このような素晴
らしいクラブであることをＰＲして頂き、皆様方の同業他社、友人、知人などお知
り合いの方の情報を、谷中会員増強委員長並びに私共まで宜しくお願い致します。
共にがんばって増強に努めて行きましょう。

髙島

幹事報告
◎理事会報告
決議事項

(1)新世代奉仕

剣道大会決算報告について
野球大会について

(2)社会奉仕

・・・

大東市民まつり協賛金について

(3)秋の家族会について・・・

・・・

承認

・・・

承認

承認

(4)大阪桐蔭高校甲子園出場の寄付金について
(5)2011～2012 年度の決算報告について・
(6)事務局夏休みについて

承認

・・・

承認

８月 13 日（月）～8 月 16 日（木）

登

幹事

委員会報告

８月７日（火）場所、秀於 クラブ奉仕・ロータリー情報の情報集会が
開催されました。

先週の卓話
「地区の方針について」
Ｉ.Ｍ.第 3 組ガバナー補佐
Ⅰ．地区の方針
1.「育もう未来の力を～飛躍～」
2. 会員増強

各クラブが６％の増強目標
2013 年 6 月現在

3,900 名にする

3. 協調事項
a. クラブのサポートと強化

クラブリーダーの育成

b. 人道的奉仕の重点化と増加
・新世代奉仕

ロータリー財団への奉仕の継続性を高める

・ポリオ撲滅
c. 公共イメージと認知度の向上
・イメージとブランドの認知を図る

樋口

秀和

・行動を主体とした奉仕の推進
・ガバナー協調事業での広報
d. Ｆ.Ｖ.Ｐ.について
・申請方法を勉強する
・活動を重点分野に集中させ効果を高める
・奉仕の基本は変わらないで補助金の使い方が変わる
e. すべての協調事項の根幹には、職業奉仕があるので、ロータリアンの職
業奉仕の実践を充実させる
4.「灯心に火を点す」おもいやりの心をもって
・各クラブの支援を継続してほしい
東日本震災支援
米山記念奨学会
ロータリー財団年次寄付
ポリオ
世界フォーラム（広島）
Ⅱ．奉仕の心
我々の生活している自然界を生活の場とする限り、各人が生存していくためには
独善的でなく、他の人達に役立つためには何ができるのかを考え実践して行くこと
が大切であり、各人はその能力を持っている。自然界の中では秩序正しく、自然の
摂理にかなった形でしか生存することができない。自然の法則に反した生き方をし
たり、自分一人が良いように行動しては、生存を続けることはできない。いわゆる
利己主義は自滅への道であり、最もよく奉仕した者が最もよく利益を得ることがで
き、最もよく生き続けることができる。
このような理解のもとにお互いが助け合う必要のあることが認識され、どのよう
にすれば他人のためになるかについて研究された結果として、哲学、宗教、その他
の奉仕団体が生まれてきたと考える。ロータリーの根底としている奉仕の原則は自
然界の法則、すなわち調和がとれて有益な人間関係の基本的な法則である。
ロータリーは他人のために奉仕する方法としてロータリー哲学から導き出され
た奉仕の心の実践を他の奉仕団体と違って、社会のニーズにあったものを提供でき
る。ロータリアンの職業でもって地域社会に対して奉仕の心を実践することに決定
した。職業奉仕は樹木に例えれば幹であり、この幹に栄養を与えているのが根で、

ロータリーの哲学に裏付けられた奉仕の心である。
木の幹である職業奉仕がロータリアンの努力により高い倫理性に裏付けられて
実践されることにより、地域社会から尊敬されるようになり、はじめて社会奉仕、
国際奉仕、新世代奉仕、クラブ奉仕の枝葉も立派に実践されるようになる。
さらに枝葉からの奉仕の成果が木の幹の成長に良き効果を与えるようになる。
各クラブが充実することにより地区、ＲＩの理想とする奉仕活動に貢献できる。
職業奉仕という木の幹を立派にするためにクラブ奉仕があり、出席、親睦等を通
じて、地域社会が求めているニーズに職業を通じて社会に貢献しやすいように各ロ
ータリアンをバックアップする役割を持っている。
奉仕 service はニーズに合ったものを提供し提供された人々が心から有難うと満
足してもらってはじめて service を実践したといえる。奉仕の心は、おもてなしの
心と通じるものがある。
Ⅲ．奉仕活動形態の変化
1. 従前はロータリーの奉仕活動とロータリー財団が行なう奉仕活動が別々の団
体が行うものとして分離されて実施されてきた。
これからはロータリークラブが行なう奉仕活動そのものは基本的には変わらないと
いわれているが、その活動資金は、ロータリー財団から配分されてくるようになる。
また、他の奉仕活動も、単年度で完結しない奉仕活動が増加してくる状況である。
2. それらの奉仕活動の根幹となっている職業奉仕が、ロータリアン各自がロー
タリーの奉仕活動の中でロータリーの奉仕の心の原点であり、最も重要な奉仕活動
分野であることを基本的に理解しておかないと、他の奉仕団体の奉仕活動と区別が
つかなくなり、ロータリアンとしての職業奉仕を通じて理想実現した充実感がなく
なってしまい、その結果ロータリークラブも弱体化してしまう。
3. ロータリアンの高い倫理性や四つのテストによる職業奉仕の実践により、地
域社会から良い評価を受けて、ロータリアンの企業が永続的に発展することが可能
になる。
ロータリアンの評価が高まり、地域社会から尊敬されるようになって結果として
ロータリークラブへの入会希望者が増えることにより、ロータリークラブそのもの
の活性化が実現できる。

Ⅳ．まとめ
a.ロータリアンは職業を通じて社会のニーズに合った製品や役務を提供するこ
とにより、最も高い倫理基準を掲げ、様々な取引において、その倫理基準を守るこ
とで同業者や地域社会から尊敬され、経営も順調に発展する。
ロータリーは人を作り、事業を作り、地域社会を作り、さらに世界すらも作る能
力を持っているといわれる。
b. 奉仕の原則やそれの根底である自然の法則を普遍的に理解することにより、
普遍的正義の支配を通じてロータリーの目的である世界平和と豊かさを実現する
ことにロータリアンは貢献できるのです。
c. ロータリアンは高い倫理性に裏付けられた自分の職業を実践することで地域
社会のニーズに応えることにより、事業が永続的に発展しロータリアン個人にとっ
ても充実した人生を送ることができる。ここでロータリー哲学の影響でロータリア
ンの人生哲学ができあがる。
d. ロータリアンが地域社会から尊敬され、他の人々から魅力があると認識され
るようになれば会員増強も実現され、その結果クラブが高潔性をもった会員により
活性化されるようになり、奉仕活動も活発に行われるようになる。

アオリイカ
みなさん良く知っているアオリイカ
です
胴長は 40～50 センチぐらいです。
今回の撮影は串本の沖合 アオリイ
カの産卵を見に行きました。
圧倒する数量のアオリイカを見て驚
きました。なかなか感激ものですよ。

