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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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今週の卓話

「ロータリー雑誌月間に因んで」
福富

經昌

雑誌委員会副委員長

物忘れ外来について
堀部

」

邦夫 会員

先週の例会報告
◆ 出席報告（4 月 17 日分）
会員数 44 名 出席数
特定免除

樋口

秀和

氏

ＩＭ３組ガバナー補佐エレクト

亀井

信明

氏

今月のテーマ
「ロータリー雑誌月間」

「四つのテスト」

23 名 欠席者 9 名

12 名 その他免除 名
ニコニコ箱
後面に記載

前々回 4 月 2 日分
ホームクラブの出席者

35 名

92.10％

メークアップの結果 39 名
欠席者

ＩＭ３組ガバナー補佐

ロータリーソング

出席率 71.87％

特定免除

ゲスト

（5 月 7 日）

次週の予定
「

H25.4.17(No.2201 の例会記録)

5名
0名

その他免除

0名

修正出席率 100.00％

会長の時間

大東中央 RC 会長

東坂

巖

本日は、３クラブ合同例会（大東・四條畷・大東中
央）の開催をホテル阪奈にて開かせていただきました
ところ、ガバナー補佐 樋口様、寝屋川 RC より亀井
ガバナー補佐エレクト様にも花を添えていただき、誠
にありがとうございます。
朝から３クラブ合同ゴルフコンペの開催、深い親睦
に役立たせていただき、あらためて御礼申し上げます。

さて、今アジアにおきまして、北朝鮮の挑発問題が懸念されるところでございま
す。特にアメリカ、韓国の合同軍事演習が大規模であるだけに、北朝鮮をより煽っ
ているのでは…。
最後のＢ29 戦闘機演習は取り止めになりましたが…。私たちが金正恩（キムジ
ョンウン）の立場ならどうするだろう？キプロスは…。

・ＴＰＰ加入について日本国は全ての関税撤廃ではなく条件付とのこと。
本来ＴＰＰは条件などないのです。アメリカが世界最大の赤字国だと知りな
がらの加入ではないか。
・中国経済発展の影に留守児童 6000 万人、出稼ぎ親 2 億人、子供たちを預ける
施設の問題が。
・円安 98 円台の今後の日本経済は、我々中小企業は何を…。
・投資家の基本は伸びる企業に投資するもので、金儲けのための（土地や不動産）
投資ではない。

先週の卓話

「

最終回クラブ訪問でのガバナー補佐の役割

ＩＭ３組ガバナー補佐

」

樋口

秀和 氏

Ⅰ. ガバナー補佐は、ガバナーエレクトにより任命され、指定された第３組の
クラブ運営に関して、ガバナーを補佐する責務を担う。
第３組のクラブに対して、次のような支援を行う責任がある。
１.効果的なロータリークラブとなるための、活動計画を検討するにあたって助
力する。
２.ガバナーの公式訪問に際して、開かれるクラブ協議会に出席する。
３.クラブがガバナーの要請や推奨事項を実行するように奨励する。
４.地区大会及びその他の会合に出席すると共に、これらへの出席を推進する。
５.地区研修セミナーに参加する。
６.クラブの奉仕活動の進捗について、常にガバナーに知らせると共に、ロータ
リーの発展を促し、問題に対応する方法を提案する。

Ⅱ.

ガバナー補佐の主な役割は担当するクラブが効果的に運営されるように

支援することです。
効果的なロータリークラブの特徴は次のように示されている。
１.会員基盤を維持し、拡大する。
２.地域社会のニーズを取り込んだ奉仕活動プロジェクトを実施し、成功させる。
３.プログラムの参加と財政面での貢献を通じて、ロータリー財団を支援する。
４.クラブレベルを超えて、ロータリーで奉仕できる指導者を育成する。

Ⅲ. 責 務
A.地区レベルに於いて
１.地区目標の設定を援助する。
２.ガバナーのクラブ訪問のスケジュールを調整する。
３.地区の会合に出席する。
４.クラブの状況について、次期ガバナー補佐に引き継ぐ。
B.クラブレベルに於いて
１.定期的にクラブに訪問し、クラブ協議会に出席する。
２.地区大会等への出席を推奨する。
３.ガバナーの要請にクラブが応じるように働きかける。

Ⅳ. 目 標
クラブ指導者と協力して、効果的な目標として次のような要素を考慮して、設定
することが重要である
１.会員全員で決める
２.取り組みがいがある
３.達成可能
４.時間が定められている
５.測定可能
・クラブの目標
効果的なクラブの要素に基づき、各奉仕部門を盛り込んだ目標を設定でき
るように、クラブ指導者に協力する。
クラブが目標を設定したら、次に目標を達成するための行動計画をたてる。

Ⅴ.クラブ訪問報告書の作成
以下の分野における目標へのクラブの進捗状況を確認する。
１.会員数の増加
２.成果あふれる奉仕プロジェクトの実施
３.ロータリー財団への支援
４.将来の指導者の育成
５.広報
６.機能しているロータリークラブの基準
この訪問報告書を年度末に仕上げ、地区がガバナーに提出する。また、後任者
にもこれを渡す。

クラブが次年度も好調なスタートを切ることが出来るようにする。
R.I.は、このクラブ訪問報告書を使用して、クラブの傾向に関する情報をまと
め、地区に情報を提供しています。

Ⅵ. 高島 凱夫ガバナーの地区の方針
１.育もう未来の力を―飛躍
２.灯心に火を点す（思いやりを持って）
３.会員増加月間
各クラブが６％純増目標（期末に３９００名）
４.地区強調事項（R.I 戦略計画と同じ）
a.クラブのサポートと強化
b.人道的奉仕の重点化と増加
c.公共イメージと認知度の向上
１.イメージとブランドの認知を図る
２.行動を主体とした奉仕の推進
３.職業奉仕を強調（出前授業等）
４.広報

Ⅶ. 貴クラブの活動状況
貴クラブは全会員が効果的なクラブの４つの要素に精通し、全面的にそれを支援
している。
クラブ会員基盤を維持し増大させ、それぞれの地域社会をはじめ他国の地域社会
に恩恵を与える奉仕プロジェクトに参加し、プログラムへの参加と財政的な寄付を
通じてロータリー財団を支援し、クラブの枠を超えてロータリーのために奉仕でき
る指導者の育成について実行しておられます。

◎第 12 回 3RC 合同ゴルフコンペ

2013 年 4 月 17 日（水）第 12 回 3RC 合同ゴルフコンペが開催されました。
参加者 22 名、優勝は大東 RC 髙島幹事でした。

ヒラメ
大きなヒラメでした。50 センチはゆ
うにありました。
擬態してるんで、近寄っても自分は
見つかっていないと思ってますの
で、逃げないんです。
うえで釣りしてたら、針かけたら釣
れますよ。
エンガワもでっかかったです。

イソバナ
イソバナの一種
南部沖合水深 25m ポイント名 ミサ
チジマ
普通にあるのですが、綺麗でしょう

