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本日の例会第 2093

会長の時間

11月 1 日

回

１０月２５日
佐藤

◇ソング「君が代」
「四つのテスト」
◇月間卓話「ロータリー財団月間」
担当：青木委員長

副会長

私は、わりとものごとにはまりやすい性格です。
そして、知らない間に、集めているつもりはないのに、も

今

週

の

動

のが集まってしまっています。そんな中で、最近はまって

き

いるのが古本屋通いです。「古本なんて人が読んだ後の本。
◇11/1（金）献血

於：星翔高校

飯室会長

◇11/2（土）ロータリー財団委員長会議
於：薬業年金会館
◇11/2（土）ふれあいｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ

青木会員

於：OMM ビル

チャン・フォン・ダンさん、飯室会長

そんなの読む人の気が知れん。」という人がいます。私の父
などは、とても古本を嫌いました。自分が買った本が古く
なるのは全く気にならないけれども、人が読んだ後の本は
嫌だというのです。

次週例会予定

11 月

8 日

そんな父の影響もあって、私も古本を買う習慣はありませ
んでした。そんな中、数年前に職場の近くに 1 軒の古本屋

◇ガバナー公式訪問
国際ロータリー第 2660 地区
福家 宏 ガバナー

ができました。何気なくのぞいてみると、読んでみたい本
や珍しい本があり、気が付くと 5～6 冊も買っていました。
古本屋のメリットは、
①安い。

会
例会日の出席
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②今書店に行っても置いてない本が買える。
③中には新本のようなきれいな本もある。

率

一方デメリットは、
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①中には、独特のにおいがする本がある。
②安いので、油断すると本がめちゃくちゃたまる。
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出
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率
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皆さんも、もしお時間がおありでしたら一度、古本屋を
のぞいてみてはいかがでしょうか。

幹事報告
北畑幹事
１．本日、地区協議会の記録書を関係各位に配布い
たしましたので、ご確認下さい。
2.地区大会
日時：2014 年 2 月 21 日（金）・22 日（土）
会場：大阪国際会議場
3.

本日例会後、クラブ協議会を開催致しますので、
出席のご予定をいただいている方は 13：40 より

次に、当地区の方針ですが、福家ガバナーは「感

例会場向かいの「風雅の間」になります。
4.

動の体験を!!

次週、例会後理事会を開催致します。

人々にも、自身にも」

Participate!!

参加し、敢行しよう～であります。これは RI とテー
マと同じ流れの中で、ロータリアンが奉仕の実践から

本日のゲスト及びビジター

得られる感動を味わうことが大切であり、感動の体験

国際ロータリー第2660地区 第2組
ガバナー補佐 井上 義信 氏（吹田RC）
ガバナー補佐エレクト 簡 仁一氏（茨木RC）
米山奨学生
チャン・フォン・ダン

さん

ガバナー補佐ご挨拶
国際ロータリー第2660地区
井上

をより多くの人々にも味わっていただきたいという、
意図が伺えます。

国際ロータリー第2660地区 第2組

ガバナー補佐

彼は 1902 年にシェルドン・ビジネス・スクールの創
立者で、これが 1911 年の第 2 回ポートランド大会で
採択されました。Engage は一般的には「婚約する」
「約束する」という意味ですが、他に「戦う、格闘す
る」の意味があります。従って、Engage Rotary を
「ロータリーを実践し」と訳されていますが、
「会員
がロータリーの奉仕を全力で実行する」という強い意
向が汲み取れます。そうすることで、奉仕を必要とさ
れる人々を豊かにし、自分の気持ちも豊かになる、と
述べています。

第2組
義信

氏（吹田RC）

＜クラブ協議会ご挨拶＞
平素は当地区に何かとご協力頂き有難うございます。
ガバナー補佐の責務に RI のテーマ、地区の方針をガバ
ナーと共有し、クラブへの理解を進め、クラブの効果的
な活動の手助けをする、と有りますので、私見を交えて
説明させていただきます。
2013-14年度、国際ロータリー会長のロン・D・バート
ン（米オクラホマ州・ノーマンRC）のテーマはEngage
Rotary Change Lives 「ロータリーを実践し みん
な豊かな人生を」です。ロン・D・バートン会長の説明文
の中で、
「ロータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と
価値観を日々活かす決意をすれば、自分がいかに素晴ら
しい影響をもたらすことができるかが見えてくるでしょ
う」と述べています。これはロータリーの第2標語である
” One Profits Most Who Serves Best”の根本理念が根底
にあると推察できます。この理念は1908年にシカゴクラ
ブへ入会したアーサ・フレデリック・シェルドンが提唱
したもので、彼の経営哲学でもあります。

クラブの活性化についてですが、今年 6 月 1 日
に開催されました、次期地区会員増強セミナーで「ク
ラブの活性化を阻害する要因について」
、次のような
指摘がありました。
1.会員の減少
24％
新入会員の減少、3 年未満の会員の退会
2.ロータリー精神の希薄化
24％
既存会員の意欲の低下、新入会員の教育不足
3.クラブ活動のマンネリ化
20％
例会、委員会活動のマンネリ化
4.組織力の弱体化
17％
高齢化、世代間の断絶、ステータスの低下、
真の奉仕活動の乖離
どれもクラブ組織や運営について基本的な項目ば
かりですが、クラブ活性化のために再検討し、全員
で改善に取り組む必要性を示唆されているように思
います。自クラブの現状を見直すには、全員が手分
けして、他クラブを訪問し、自分の目でクラブ運営
や例会の雰囲気を体感することも大切なことと考え
ますが、如何でしょうか。

卓話

委員会報告
新世界委員会

茶橋

会員

「ガバナー補佐を迎えて」
川西

交換留学生

矢野夏海さんに決定しました。

会員

飯室会長より今週、井上ガバナー補佐を迎えて、
クラブ協議会を開催するので私のガバナー補佐の
体験を話してもらえばと依頼があり当時を振り返
って卓話をすることになりました。
私は 2008～2009 年の第 2 組のガバナー補佐で

ご挨拶
事務局

薮野

あゆ美さん

その年度の横山ガバナー（大阪中央 RC）は非常に
地区運営に熱心な方で、若い時から何度も地区に
出向しておられ、今年度はガバナー補佐は最低で

2004 年より事務局員として勤めさせて頂きましたが
一身上の都合により、10 月 31 日をもって退職させて
頂くことになりました。
この 9 年間、皆様には大変お世話になりありがとうご
ざいました。また多くのことを学ぶ機会を頂き心から
感謝しています。
これからは陰ながら、皆様のご健康、ご多幸と摂津ロ
ータリークラブのますますのご発展をお祈りして参り
たいと思います。
また今晩は、お忙しい中、事務局のために歓送迎会を
開いて頂けるとのことでありがとうございます。どう
ぞよろしくお願い致します。
長い間ほんとうにありがとうございました。これをも
ちまして退職の挨拶とさせて頂きます。

も 3～4 回、各クラブを「CLP」（クラブリーダー
シップ）を重要テーマとして訪問してくれとの強
い要請がありましたので、自分もそれなりに CLP
を勉強してクラブリーダーシッププランの目的は
効果的なクラブ管理の枠組みを提供する事により
クラブのレベルでロータリーの強化を図ることと
第 2 組 12RC を訪問して、理解を得られるよう努
力してきました。
その結果、翌年 3 月頃にはほとんどのクラブに
て理解を得る事が出来、喜びを感じた事を覚えて
おります。
しかしながら、クラブ運営とは各クラブの歴史
と伝統を大事にしながら、その年度の会長さんの
強い意志と行動力にかかっていると強く感じ、各
クラブ訪問させて頂いたことを今でも忘れており
ません。

卓話

クラブ協議会

「ロータリーライフを省みて」
樋上

会員

日時：平成２５年１０月２５日（金）

平成８年４月に吉岡・大澤勝哉会員のスポンサ
ーで入会以来１７年が経ちました。当時会長は西

１３:４０～１４:４０
場所：ホテル阪急エキスポパーク

本氏、幹事は吉岡氏でありました。本日の卓話は、

３階「風雅」

17 年を振り返ってのお話をさせていただきます。
入会 2 年目に西本会員より国際ロータリー2660

（１）

地区へ行って勉強してきてはというお話をいただ
き、何もロータリーの事がわからず社会奉仕委員
会へ入会させていただき、7 年間地区委員として
お世話になりました。その間地区社会奉仕委員長
を 2 年間務めさせていただきました。

（２）

ラスになったのではないかと思います。若い会員

れます。色々とまだお話しさせていただきたいの
ですが本日はここまでとさせていただきます。

挨拶

簡

ガバナー補佐エレクト

挨拶

摂津ＲＣ

長期プロジェクト委員会

が、まず震災復興プロジェクトを立ち上げ、和泉

ラブとしておつきあいが出来た事がうれしく思わ

ガバナー補佐

国際奉仕部門

時の 7 月から会長を務めさせていただいたのです

その縁あって大河原ロータリークラブと友好ク

井上

国内奉仕部門

東北大震災がおこり、その

はないかと思います。

挨拶

副会長担当部門

す。

ータリーとして少しでも役に立つ事が出来たので

会長

クラブ奉仕活動部門

りにロータリーを理解していただきたいと思いま

と共同で小学校へ支援を行うことが出来、摂津ロ

飯室

ＳＡＡ

のみなさんもどんどん地区へ行き活躍して自分な

委員長を中心に宮城県の大河原ロータリークラブ

会

各部門より活動の進捗状況の報告

今考えますとその時の経験が私にとって大変プ

2011 年 3 月 11 日

開

（３）

閉会の辞

佐藤

副会長

ニコニコ箱

飯室会長：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エレク
トをお迎えできて。
北畑会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エレク
トをお迎えして。
佐藤会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エレク
トをお迎えして。
宮田会員：薮野さんありがとう。
中尾会員：萩野様、９年間ごくろうさまでした。
望田会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エレク
トをお迎えして。
薮野さん、本当にお世話になりありがとう
ございました。
下村会員：事務局

薮野様色々お世話になりありがと

うございました。
樋上会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エレク
トをお迎えして。
横田会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エレク
トをお迎えして。
益田会員にお世話になって。
中川会員：稲垣先生に大変お世話になりました。あり
がとうございました。又、長い間欠席して

事務局歓送迎会

申し訳ございません。
日時：平成２５年１０月２５日（金）

吉岡会員：薮野様

お世話になりました。

川西会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エレク

１８:３０～
場所：ホテル阪急エキスポパーク
２階「月光」

トをお迎えして。
東谷会員：矢野夏海が青少年交換留学生に選ばれてあ
りがとうございます。
薮野さん：長い間、皆様には大変お世話になりありが
とうございました。

ニコニコ累計

運営委員会会報担当

３５２，０００円

枠内は今回担当者

西 田 会 員

青 木 会 員

安 藤 会 員

國 澤 会 員

益 田 会 員

宮 田 会 員

