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≪９月１５日（木）例会 ＫＫＲホテル２階「琴」≫ 

◎卓  話  「 Ｚ 世 代 」 

村上靖平君 

 

♪本日の歌  「奉仕の理想」 

 

≪９月２２日（木）公休日≫ 

   

≪９月２９日（木）東輪会合同例会≫ 

 

 

 

 

≪９月０８日（木）納涼会≫ 

 会員数２０名（内出席免除者数８名） 

 本日の出席者数１２名（内出席免除者数３名） 

本日の出席率 ８０％ 

ビジター2 名 城戸総一郎様（東大阪東 RC） 

 田原靖夫様（東大阪東ﾌｭｰﾁｬｰﾛｰﾀﾘｰ衛星ｸﾗﾌﾞ） 

＊７月０７日（木） 

 会員数１７名（内出席免除者集８名） 

 例会出席者７名（内出席免除者数２名） 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ３名  例会修正出席率 ８２．４％ 

 

 

 

幹事 井上善博君 

◎本日は地区大会のＰＲに高槻 RCの入谷治夫様、

香西徳治様がお越しになっております。 

どうぞ後ほど宜しくお願い致します 

◎次週(9/22)は公休日です。 

◎9/29(木)は、東輪会合同例会となっております。 

 場  所 ｼｪﾗﾄﾝ都ホテル大阪 4階「浪速」 

受付開始 11時半より（食事は 12時より随時） 

 開  会 13時～ （閉会 14：45）  

◎夜の例会は振替休会です。 

◎10/6(木)例会後、定例理事会を行います。 

 

≪９月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2022 年 9 月 8 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル大阪 2 階「琴」 

出席者 北井、田村、井上、表、政岡、阪田、谷口 

  (欠席者 木戸) 

◎９・10 月行事予定 

9月 03日㈯  地区Ｒ財団ｾﾐﾅｰ（村上財団担当） 

9月 08日㈭  入会式・理事会 

9月 15日㈭  例会 

9月 18日㈰  米山ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ（羅婕今さん・田村会長） 

9月 22日㈭   公休日 

9月 29日㈭  東輪会合同例会・振替休会 

10月 06日㈭  例会・定例理事会 

10月 13日㈭  例会 

10月 20日㈭  Ｇ補佐とのｸﾗﾌﾞ協議会・ 

第 1回指名委員会 

10月 21日㈭  金輪会 

10月 27日㈭  ＧＭ 

◎議 案 

① 新入会員の年会費は一年目は今後も五万円とす 

幹 事 報 告 



 

る。二年目から正規の年会費。 

② 奉仕活動について 

  会員にアンケートを実施して、予算・活動内容等

広く公募して、活動に盛り込んでいく。 

③ 食事中に参加している会員に、1 人一分くらいで

近況報告してもらう。 

  全員は難しいので、3 人～5 人づつ話をしてもら

う。指名制か番号制とか話の順番は今後決めてい

く。 

④ ロータリーの入会案内を JCのOB 中心に送付す

る。卒業三年以内の方々をターゲットに 10 月中

に送付する。 

⑤ その他 

⒈ 辻さんの件 退会承認。ただし付帯条件付き。

北井直前会長に最終確認をして頂く。 

 ⒉ 山片さんの件 提言資料を再度新年度の全国

のロータリークラブに送付する件は大半の理

事が難色を示す。山片さんからの最新の手紙を

読んでから、来月最終判断する。 

 ⒊ 名誉会員に関する細則変更の件 

   北井直前会長より来月具体案が示される予定。 

 

 

                             

会長 田村嘉宏君 

〇ロータリーの誕生とその成長 

20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発

展の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになって

いました。ちょうどそのころ、青年弁護士ポール・

ハリスはこの風潮に堪えかね、友人３人と語らっ

て、お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上

の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するよう

な仲間を増やしたい、という趣旨でロータリークラ

ブという会合を考えました。ロータリーとは集会を

各自の事務所持ち回りで順番に開くことから名付け

られたものです。こうして 1905 年にシカゴロータ

リークラブが誕生しました。今では 200 以上の国と 

地域に広がり、クラブ数 36,614、会員総数

1,162,763 人(2022 年５月 18 日国際ロータリー公式

発表）に達しています。 

このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職

業倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりなの 

 

です。その組織が地球の隅々にまで拡大するにつ

れて、ロータリーは世界に眼を開いて、幅広い奉

仕活動を求められるようになり、現在は多方面に

わたって多大の貢献をしています。 

〇日本のロータリー 

 わが国最初のロータリークラブは、1920 年 10

月 20 日に創立された東京ロータリークラブで、

翌 1921 年に、世界で 855 番目のクラブとして国

際ロータリーに加盟が承認されました。戦争で紆

余曲折がありましたが 初代事務総長チェスリ

ー・ペリーと、創立の準備に奔走した米山梅吉、

福島喜三次などの先達の功を忘れることができま

せん。現在、日本全体でのクラブ数は 2,223、会

員数 84,232 人(2022 年４月末現在）となっていま

す。 

〇ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎とし

て奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

具体的には、次の各項を奨励することにある 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

仕する機会としてロータリアン各自の職業

を高潔なものにすること 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉

仕の理念を実践すること 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネ

ットワークを通じて、国際理解、親善、平

和を推進すること 

〇今年度国際ロータリーの会長 

カナダのジェニファージョーンズさんで女性と

して初めての会長である。また、1989 年の規定

審議会で女性の入会が認められるまで米国最高裁

判所まで争われた。 

 1980 年代に新人レポーターとしてロータリーク

ラブを取材したとき例会にいたのは全員男性だっ

たと言います。苦しい闘病生活を送りながらも国

際協議会とガバナーエレクト研修セミナーで講演

したり、PETS のために各地を訪問したりしていま

す。 

会 長 の時 間(9/8) 

 



 

 

〇今年度の会長テーマは IMAGINE ROTARY で

特に(DEI)-Diversity.Equity.Inclusion の概念はロ

ータリーが現在および将来にわたり、有意義なリー

ダーシップ、ネットワークづくり、奉仕活動の機会

を実現するために必要な指針です。ロータリーのす

べての会員が個人、クラブ、地区として DEI の取

り組みを実践することを奨励されています。また、

会員に奉仕できなければ地域社会への奉仕もでき

ませんとも述べられています。 

〇宮里唯子 2660 地区ガバナーの地区テーマ 

■DEI コミットメントの推進 ■『大阪のロー

タリー100 周年を祝おう』です。地区ビジョンとし

て持続可能な良い変化を生むために、多様性を重ん

じ、あらゆる側面で公平さを促進し、異なる考えや価

値観を持つ人々による貢献を大切にし、DEI を実現

します。 

 

 

 

会員交流委員会 

◎会員のお誕生日    9月 29日   阪田克英様 

 

 

  

例会担当委員会 

（9/8）合計 15,000円 今年度累計 57,000円 

 

 

 

3月 24日の例会で、ラグビー元日本代表、現近鉄

ライナーズアンバサダーをされているタウファ統悦

様がお越しになり、トンガ王国海底火山噴火、津波

被害への義援金をクラブより寄贈し、その後の報告

を下記の通り頂きました。 

「ロータリークラブの皆様からお預かりしていた

トンガへ届けることが出来ました。 

出来るだけ多くの人に日本の皆様からのお気持ちを

届けたいと思い色んな方法を考えていました。 

 

物自体が不足していたり、物価の高騰や為替の状

況、そして僕自身がしっかり携わりたいと思って

いたので時間が掛かり申し訳ありません。 

トンガ西部の僕の家族の住むヌクヌク村を中心に

１３０世帯へクラッカー４キロと鶏肉１５キロず

つを届けることが出来ました。  

受け取ったトンガの人達から、僕のところに皆

さんへの感謝のメッセージと、とても嬉しそうな

表情の写真が届いています。 

皆様からの温かいご支援 本当に感謝しています。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱の報告 

本日のお祝い 

ご 報 告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


