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本日の例会第

2095 回

11月 15 日

会長の時間

１１月８日
飯室

◇ソング「奉仕の理想」
◇卓話
「コカコーラについて」

会長

１１月２日 第２６６０地区 第４回米山奨学生ふれあい
安藤会員

スピーチコンテストが、天満橋の OMM ビル会議室 4-5
号室で２時から１１名の奨学生が、一人７分の制限で行

今

週

の

動

われました。開会の挨拶は、泉 博明ガバナーエレクト

き

◇青少年交換プログラム
第１回派遣候補生オリエンテーション
矢野 夏海さん
（先週の動き）
◇11/11～12（月・火）社会奉仕委員会
東北視察旅行
佐藤会員

がされ５人の審査員、（泉 博明氏、近藤雅臣氏、岡部泰
鑑氏、地区米山奨学委員長の西谷雅之氏、米山奨学生関
西学友会の李 麗兪氏）のもとで行われました。2660 地
区の米山奨学生は３９人だそうです。摂津ロータリーの
チャン・ホンさんも出席されてました。１１名の在籍学

次週例会予定

11 月

校は大阪大学５名、近畿大学２名、大阪教育大学１名、

22 日

関西大学１名、大阪日本語教育センター１名、大阪ハイ
◇卓話「ロータリーについて」
辻井会員・岩城会員・神田会員

テクノロジー専門学校１名。１１名の国籍は中国４名、
韓国３名、インド１名、エジプト１名、マレーシア１名
台湾１名。最優秀賞は陳 思暢、（ﾁﾝｼﾁｮｳ・中国男性、
守口イブニング）、優秀賞はチョン ジョンウン、
（韓国
男性、大阪難波）、近藤特別賞は陳 瑋文、（ﾁﾝ イブン

会
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幹事報告
北畑幹事
1.

本日、例会後パスト会長会を開催致します。
13：40～

於：緑樹（例会場）にて

【ポリオ撲滅】
1986 年以来開始された「地球上からポリオを撲
滅する」ためのポリオ・プラス・プログラムは、当
時から実現は容易でないことは分かっていました

2.

本日、例会後ガバナー懇談会が開催されます。
13：40～

於：おしどりにて

が、2005 年には成功させるという目標が立てられ
ました。残念ながら 2013 年を迎えた今、まだポリ
オの撲滅は成功していません。しかしポリオが次第
に終結へと近づいていることは、明らかです。目標

本日のゲスト
国際ロータリー第２６６０地区

福家宏ガバナー

（八尾中央ロータリークラブ）

達成までもう少しです。
【FVP：Future Vision Plan 未来の夢計画】
「未来の夢計画」は、ロータリー財団の新たな時
代の幕開けです。ロータリーの素晴らしさをすべて

特別卓話「クラブ公式訪問にあたって」
国際ロータリー第２６６０地区
福家宏ガバナー
（八尾中央ロータリークラブ）
私は 2013 年 1 月 13 日(日)～18 日(金)、米国カリフォ
ルニア州サン・ディエゴにて開催された、国際協議会 2013
に参加して参りました。地区ガバナーに就任するには、
昨秋東京で 2 度開催された GETS(ガバナー・エレクト研
修セミナー)を含め、この国際協議会への参加が義務付け
られています。国際協議会のために設定された研修の全
てに出席しないと、地区ガバナーには就任出来ません。
無論私も日本から出席した 34 地区の GE と共に、全ての
プログラムを消化して帰国致しました。厳しいスケジュ
ールではありましたが、日本の他地区の GE の皆様と親
睦を深め、他国の人々と色々な形で交流出来たことは楽
しいことでありました。
今年度の国際ロータリー会長はロン・D・バートン氏で
す。1979 年以来、米国オクラホマ州ノーマン RC の会員
であり、職業は弁護士です。これまでに、地区ガバナー、
恒久基金米国アドバイザー、ロータリー財団地域コーデ
ィネーター、インターナショナル・ポリオ・プラス委員
会委員、ロータリー財団管理委員などを歴任され、
2008-09 年度は財団管理委員会副委員長、また、未来の夢
委員会委員および副委員長も務めておられます。先ずは
此の度の国際協議会開会本会議におけるロン・バートン
RI 会長による開会講演の内容をお伝え致します。

取り入れた未来の夢は、さらに大きく、持続可能な
国際プロジェクトを促すと同時に、地域社会のニー
ズに応える地元プロジェクトでの柔軟性を高める
ことによって、ロータリーを新しい次元へと昇華さ
せるものです。
【会員維持増強】
会員増強は他人任せでは無くて、私の責務であ
り、皆さん自身の責務であり、ロータリアン全員の
責務です。勧誘が成功し、入会をOKしてもらい、そ
の人が会員となった時、皆さんの仕事はそこから始
まります。新会員を指導し、彼らがクラブで重要な
役割を担い、ロータリーで満足感を得られるように
しなければなりません。ロータリーに入会した新会
員全員を維持できれば、会員増強など問題にならな
いはずです。毎年、ロータリーには、およそ12万人
という大勢の人が入会します。しかし毎年、ほぼ同
じ数の会員が退会しています。15年以上にわたり会
員数が約120万人にとどまり、会員数が横ばいとな
っているのは、このためです。今や本腰を入れなけ
ればならない時が来ています。
【多様性】
1987 年、ロータリーは女性に入会の門戸を開き
ました。それは、ロータリーにとって記念すべき日
でした。しかし、女性会員の数が順調に増えている
わけではありません。これは、私たちが取り組むべ
き課題です。

さらに、ロータリーに若い会員を迎え入れ、現在の
ローターアクター、インターアクター、ライラリア
ン、青少年交換学生、財団奨学生、GSEチームメン

さて地区としては何にポイントを置いて活動を進
めて行くのか？これは５つあります。
RI 戦略計画の 3 つの重点項目のうち、

バーに、明日のロータリアンになってもらえるよう
努める必要があります。ロータリーが生き残るに

「クラブのサポートと強化」に関わるものとして

は、時代の変化とともに自分たちも変わる努力をし

①会員の維持と増強です

なければなりません。例会時間や例会場を変えた

会員の維持のためには入会後年数の浅い会員に

り、クラブの形態を見直すなど、柔軟に適応する努

出来る限り RI やロータリー財団のプログラムに

力をすることです。

参加するように工夫をして頂きたいのです。

【今年度RIテーマと地区方針】
Engage Rotary
「ロータリーを実践し

Change Lives
みんなに豊かな人生を」

ロータリーやロータリー財団のプログラムに真剣

「人道奉仕の重点化と増加」に関わるものとして
②ポリオ撲滅への努力
③FVP によるプロジェクトの成功
④東日本震災復興支援

に取り組めば、多くの人々を豊かにすることが出来
ます。そしてそれよりも大切なことは、もっと豊か
になるのは、皆さん自身の人生だということです。

「公共イメージと認知度の向上」に関わるものとして
⑤広報活動です。

これはアーサー・シェルドンのOne profits most
who serves best 「最も良く奉仕する者、最も多く

この５項目に重点を置いて活動して頂きたいと、強く

報われる」という標語から発した考えです。

念願しております。

『今年度地区方針』
私は今年度 RI テーマを尊重しつつ、
「ロータリア

【寄付のお願い】
目標額

①年次基金 150 ドル
②ポリオ・プラス 50 ドル

ンが奉仕を実践した時にはロータリアン自身の人

③米山記念奨学会 3 万円

生が豊かになる」というバートン氏のメッセージを

④東日本震災復興支援
1 クラブ当たり 5 万円以上

受ける形で、今年度当地区の方針を決定致しまし
た。
それは「感動の体験を!! 人々にも、自身にも」 で
あります。
私は 1 人でも多くのロータリアンに RI やロータリ
ー財団プログラムに参加をして頂きたい。立案した
計画が困難を伴っても是非とも、勇気をもって敢行
して頂きたい。これが私の思いでありま
す。”Participate” これは、日本人初の RI 会長を務
められた東ヶ崎潔氏の RI のテーマです。
私はこの言葉を心に刻み、この言葉を拝借して、地
区方針に盛り込みたいと考えました。「参加し、敢
行しよう!!」であります。どうかよろしくお願い申
し上げます。

【地区大会】
2014 年 2 月 21 日(金)～22 日(土)
大阪国際会議場、ﾘｰｶﾞ･ﾛｲﾔﾙ･ﾎﾃﾙ
記念講演「桜井よしこ氏」

ニコニコ箱
委員会報告
国内奉仕委員会
宮野会員
飯室会長：ガバナーをお迎えできて。
〇

輪い輪い祭りのご案内
日時：平成 25 年 11 月 24 日（日）
於：摂津市民文化ホール 13:00～16：30
カンパ（協力券）大人 500 円 学生 200 円
「知的な障害がある人達の幸せを願って」

北畑会員：福家ガバナーにお越しいただきまして。
宮野会員：西田会員にお世話になって。
佐藤会員：福家ガバナーをお迎えして。
望田会員：福家ガバナーをお迎えして。
國澤会員：地区ガバナーを迎えて。

〇

星翔高校献血結果報告
採血受付数：３２名 採血数合計：２５名
去年と比べ 3 分の 1 以下になってしまったそ
うです。先週校長から聞いた親の同意書が必
要になったことの結果ではないかと考えま
す。

横田会員：和泉さん、宮野さんにお世話になって。
また、望田さんに写真を頂いて。
樋上会員：福家ガバナーをお迎えして、よろしくお願
いします。
横田会員：福家ガバナーをお迎えして。
郷木会員：次回例会欠席になります。申し訳ありませ
ん。
下村会員：望田さん、写真ありがとうございます。
益田会員：二週連続例会をお休みして。

ニコニコ累計

運営委員会会報担当

４６２，９１５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

