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2022-23年度 国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ 

国際ロータリー第 2660地区 2022-23 年度ガバナー  宮里 唯子 

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 

◆次回の例会プログラム◆ 
2022年 8月 4日（木） 第 2526回例会 

  フォーラム 会員増強選考委員会 
     

箕面観光ホテル 例会場 
 

◆前回例会◆ 
  
◇出席報告◇ 

  
2022年 7月 21日（木） 第 2524回例会 

  新年度方針  職業奉仕・国際奉仕 
  箕面観光ホテル 例会場 

 
 会員数 30名  出席者 18名  
 出席率 66.66％ 
 

◆会長挨拶◆             芝野 弘三郎 

 

「ガバナー月信」について  

先週はロータリーの友についてお話ししましたが、今

日は「ガバナー月信」についてです。以前は各クラブ

に数冊配布され、主に会長・幹事向けの情報誌でした。

現在では、メールで各クラブに送信されると同時に地

区ウェブサイトに掲載されます。皆様、お手持ちのス

マホで 2660地区を検索してください。 

 冒頭の宮里ガバナーの挨拶では、ロータリーとロー

ターアクトが並列されており、ロータリアンもロータ

ーアクターも同様な扱いになっていることがよくわか

ります。 

 その中で、地区テーマを「ロータリー100周年を祝お

う」とし、各クラブ独自のやり方で祝ってくださいと

のことです。是非、親睦委員会を中心に企画を練って

いただきたいと願います。 

  我がクラブは今年度 54周年、100周年までは気の遠

くなるような話ですが、次は 60周年、70周年と準備を

進めていかなくてはなりません。 

あらたな地区ビジョン、中期目標にも触れられていま

すが、今日は例会後に前田委員長を座長に戦略委員会

が開かれますので、このあたりのことを議論したいと

思います。 

また、以下の項目にも注目しておいてください。 

・10/24のポリオデー、財団補助金活動、財団寄付目標 

 額 

・テクノロジーを利用した例会 

・My Rotaryの登録 

・ラーニングセンターの活用 

 先人たちの築き上げた 100 年のレガシーを称賛し大

切にしつつ、果敢に変革に挑み、インクルーシブな地

区を目指す、と結ばれています。 

 その他、元グローバル奨学生の近況報告の記事も必見

です。今後も毎月発信されるガバナー月信には必ず目

を通してください。 

 今日は久々に水島会員ご

自身が出席されていますの

で、コロナで衰えた体を鍛え

る体操を教えていただきま

す！ 

 

 

 

                       

◆幹事報告◆            木村 知也 

7月の例会について 

        28日  クラブ協議会  

船場生涯学習センター 多目的室 1 

お食事あり 

8月の例会  ４日  フォーラム 会員増強選考員会 

       箕面観光ホテル お食事なし 

        11日  休会  

        18日  ガバナー補佐訪問・クラブ協議会 

25日  納涼例会 音羽山荘 

・『箕面船場における文化芸能国際交流のまちづくりシンポジ

ウム 2022』開催のお知らせ 

◆今週の例会プログラム 
2022年 7月 28日（木） 第 2525回例会 

  新年度方針 クラブ協議会 
 
    船場生涯学習センター 多目的室 1 
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◆SＡＡ報告◆            山本 貴雄 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：片山委員長、高橋委員長、新年度方針よろしくお願

いします 

青 敬祐会員：修二さん、ありがとう。13対 0はいただけません⁉ 

片山秀樹会員：本日は卓話を担当します。よろしくお願いいたします 

前田建司会員：片山委員長、高橋委員長、卓話宜しくお願いいたしま

す。 

西脇 悟会員：今週は 4時から監査で疲れました。 

高橋太朗会員：本日もよろしくお願い致します 

黄堂泰昌会員、木村貞基会員、木村知也会員、西田泰会員、    

山根ひとみ会員、水島教絵会員、山本貴雄会員、浦 収会員、 

森田雅之会員、道林侑輝会員 

米山奨学会 

前田建司会員、黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、浦 収会員、 

木村貞基会員、山根ひとみ会員、高橋太朗会員、西田泰会員、 

道林侑輝会員 

ロータリー財団 

林たかみ会員、浦収会員、西脇悟会員、木村知也会員、西田泰会員 

道林侑輝会員、芝野弘三郎会員、高橋太朗会員、山根ひとみ会員、 

ポリオ 

芝野弘三郎会員、山根ひとみ会員、高橋太朗会員、西田泰会員、 

前田建司会員、道林侑輝会員 

恒久基金 

芝野弘三郎会員、前田建司会員、山根ひとみ会員、高橋太朗会員、 

西脇悟会員、西田泰会員 

 

◆表彰◆ 

 第 32回 米山功労クラブ 

 

 

 

 

◆職業奉仕 新年度方針◆   

委員長  片山 秀樹 

                      

本年度の職業奉仕委員長をさせて

いただきます片山です。早いものでロ

ータリークラブに入会して 10 年が過ぎ

ました。ロータリークラブについては奥

が深く完全に理解しているとはいい難

い面もありますがよろしくお願いいたし

ます。 

職業奉仕委員長の仕事としては「職業奉仕」について理

解し、それを会員に説明し理解してもらうことと考えておりま

す。 

 

ロータリークラブの奉仕は 

1. クラブ奉仕 

2. 職業奉仕 

3. 社会奉仕 

4. 国際奉仕 

5. 青少年奉仕 

の５大奉仕よりなっていますが、職業奉仕はクラブ奉仕を基

礎として根幹をなす重要な部門であると理解しています。 

 

４月９日に行われた 2022-23 年度の地区研修・協議会に

出席し地区の活動計画を聞き、各クラブでなすべきことを聞

きました。奉仕についてより理解を深めるために「ロータリー

の樹」を用いた説明資料を用いて卓話を実施する予定です。

本年度は職業奉仕委員会として下記のことを計画していま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

・卓話を実施し、職業奉仕について会員に理解を深め

てもらう 

・職場例会の実施 

・会員の推薦による職業表彰の実施 

 

◆国際奉仕 新年度方針◆ 

                       委員長 高橋 太朗 

   

今年度、国際奉仕委員長を拝命い

たしました高橋太朗です。新年度方針

をお話させていただく前に少し補足さ

せていただきます。今年度のクラブ現

況の原稿を書かせていただく際に、国

際奉仕とは何をするものなのか解らな

いまま、誰にも相談もせず、自分がこう

したいと思う事を書かせていただきました。結果、それで了承

いただきましたので、このまま今年度の方針とさせていただき

ました。私はまだまだ未熟でありますし、新しく入会された方

も何名かおられます。ロータリーの国際奉仕とはいったいど

のようなものなのか、この場をお借りしまして、皆様と一緒に

改めて考えていきたいと思います。  

ロータリーの国際奉仕の目的は、国際理解、親善そして

平和を推進するという 3 項目が挙げられます。ただ国際理

解という言葉だけでは難しく、具体的にはどのようなことなの

でしょうか。私は日本以外の国の文化、習慣などを理解して

いく、というようなことではないかと考えます。その他の国々へ

の理解を深めることで親善をはかり、そこから友人となれたな

ら平和を推進することが出来る、といった三段活用になって
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いるのではないかと思います。世界平和のために国際理解

を深めていくことなど、私たちが出来ることからやっていけば

良いのではないかと理解しております。これから皆様のお力

をお借りしながら、勉強していきたいと思っておりますので、

ご協力よろしくお願いいたします。  

この国際奉仕をするにあたって“ロータリアンの個々の責

務”というものがあることを知りました。それは『手続き要覧』の

中に記載されておりますので、その中からいくつか抜粋し読

ませていただきます。 

 

 ・愛国主義にとらわれず、自分が、国際理解と親善と平和

を推進するという責務を共に負っているものとみなすべきで

ある。 

→ 愛国主義とは何だろう、と考えました。自分の国は素晴

らしいと思いすぎることなのかなと思います。国際理解

という観点から考えますと、自分の国も素晴らしいが、

他の国々も素晴らしいという気持ちを持ちましょう、とい

うことではないかと思います。  

・国家的または人種的優越感によって行動しないようにすべ 

きである。  

→すべての人々は対等である。お金のある・なし、人種

の違いなどは関係なく、一人一人は平等である、という

ことだと考えます。 

 ・理想、言論、集会の自由、迫害と侵略からの解放、欠乏と

恐怖からの解放を享受できるように、個人の自由を守る法

律と秩序を擁護すべきである。 

→ これは自由を大切にしましょう、という事だと思います

が、国際奉仕は関係なく当たり前のことだと思います。

例えば、いまだ農地解放を行っていないような国があ

ります。日本人の私たちがその様な国の人々をみると、

全く自由が認められていないと感じるのではないでし

ょうか。その逆に、外国の人たちから日本を見た場合、

私たちが自由だと思っていることに対して、日本人は

全く自由がないと感じているかもしれません。国際理

解を深めることで多様な考えを取り入れ、そして啓蒙

していけば、私たちはもっと自由になれるかもしれま

せん。 

 ・国家間の平和を推進しようと常に務め、この理想のために

は個人的犠牲を払う覚悟をすべきである。  

→とても重い内容だと感じるのではないでしょうか。世界

平和のために個人が犠牲になってもよいとは思いま

せんが、個人がそのくらいの気持ちを持っていること

が大切で、そのことが世界平和に繋がるのではない

かと思います。  

前置きが長くなりましたが、今年度方針として 4 項目を考

えております。  

1. 例会に日本で働いている外国人の方を招待して、皆

さんと直接交流していただく  

2. 2/2 国際奉仕フォーラムを開催（テーマは国際理解、

親善、平和で考えている） 

   3. 仕事で訪れる東南アジアの国々の RC 例会に参加し、

海外の RCの情報を皆さんと共有する 

4. 米山奨学生 張さんの出身地訪問（これは全く未定） 

 

どうぞ 1 年間よろしくお願いいたします。 

 

◆ローターアクト第 1回地区献血 ご報告◆ 

           ローターアクト地区委員    山本 貴雄 

第 2660 地区ローターアクト  

（以下、RAC）では過去約 30 年

にわたり、地区行事として毎年 

7月と 2月に献血の啓発活動を

継続してきました。今年度も日

本赤十字社様のご協力のもと、  

第 1 回地区献血を大阪府下   

5 地点にて行いました。5 地点合計での採血者数が 342 名

（受付者数 409名）、各地点での結果は以下のとおりです。 

 

【阪急高槻市駅前高架下】 採血者数 60名（受付者数 66名） 

【京橋駅前】   採血者数 72名（受付者数 88名） 

【樟葉駅前】   採血者数 75名（受付者数 87名） 

【梅田 HEP前】  採血者数 70名（受付者数 89名） 

【難波バス停前】 献血者数 65名（受付者数 79名） 

 

残念ながら目標である採血者数 400 名には及びませんでし

たが、ロータリークラブの皆様や米山奨学生の皆様、RAC の

OB・OG、他地区の RAC の皆様にご参加いただき、多くの方

に献血にご協力いただけました。次回の第２回地区献血に

向けて RAC 会員一同入念に準備を行う所存です。今後とも、

継続的な献血活動にご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

      ☆浦会員、米山奨学生 張さんもご参加！ 


