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国際ロータリー第 2660地 区

-1996～ '97年度のための一

地 区 協 議 会

1996年 5月 25日 ω 於 :都ホテル大阪

出席義務者 :1996～ '97年度当地区各ロータリークラブ会長、幹事ならびにクラブ奉仕、職業

奉仕、社会奉仕、国際奉仕の各担当理事とロータリー財団、米山奨学各委員長

の計 8名。

8:30～ 9:15  登   録  4階 浪速の間ロビー

プ ロ グ ラ ム

9:15^′ 10:30

司  会

開 会 点 鐘

国 歌 斉 唱

ロータ リーソング「奉仕の理想」

開 会 の 挨 拶

歓 迎 の 挨 拶

来賓リーダーの紹介

次 年 度 の 方 針

出 席 報 告

本 会 議  4階 浪速の間

次期地区代表幹事

ガ バ  ナ ー

ソング・ リーダー

ソング・ リーダー

地区協議会委員長

ホス トクラブ会長

次 期 ガ バ ナ ー

次 期 ガ バ ナ ー

登 録 委 員 長

光 信

熊 澤

山 崎

山 崎

松 井

石 浜

中 川

中 川

今 岡

昌 明

忠 郷

工 博

正 博

将 雄

雪 大

早  二

章 三

巖

地区財団セ ミナー  浪速の間
担当パストガバナー  山 中 文 和

10:30～10:50

10:50～ 11:00  休   憩  (部門別協議会各会場へ移動)



部門別 (色 ) 会場 討論 リーダー サプリーダー

長

(イエロー)

大和東
次期ガバナー

中川1 章三 (大阪城南)

光信 昌明(大阪城南)村 岡 秀雄(大 阪東)

横溝 美良(大阪城南)

幹 事
(v=>) 大和中

パストガバナー

松本 良諄 (大 阪東)
生駒 一夫(大  阪)

ク ラ ブ 奉 仕

(ヤマブキ)

大和西
ガバナー
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橿村 泰信(授  津)

吉川 忠章(東大阪東)

滝:  一農F(大 阪南)

米  山 奨 学
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春  日
バストガパナー

菅生 浩三 (大 阪北)

パストガバナー

種田 憲次 (大阪住吉)渡 辺 斌 (東大阪中)

11:00～12:30  部門別協議会  (午前の部)

来賓・地区幹事・ホストクラブ会員 。当日登録 (ホ ワイト〉

12:30～13:20  昼食・休憩  浪速の間

13:20～ 14:50  部門別協議会 午後の部 (会場は午前の部と同じ)

14:50′-15:10  休    1憩、 (本会議場に移動・ティータイム)

15:10～16:20  本 会 議  浪速の間

司  会        S.  A. A.

部 門 別 要 旨報 告          各部門担当リーダー

講     評        次 期 ガ バ ナ ー

所     感        ガ バ ナ ー

閉 会 の 挨 拶            地区協議会副委員長

ロータリーソング「それでこそロータリー」 ソングリーダー

閉 会 点 鐘     ガ バ ナ ー
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く地区協議会委員長

松井将雄開会の挨拶

司会次期地区代表幹事▲

光信昌明

本会議場で熱心に耳を傾ける会員▼

▲ SA.A野中一彦

く討論リーダー
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ガバナー熊沢忠弱 1尖 拶 >|

く次年度の方針説明

次期ガバナー中川章三

パストガバナー>
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開 会 の 挨 拶

地区t備絵委員長

松 井 将 雄 (大阪城南)

皆様おはようございます。本日は早朝より

ご苦労様でございます。

私はホストクラブ大阪城南RCの松井でご

ざいます。まず最初に地区協議会開催に際し

まして熊澤ガバナーはじめ、パストガバナー

および地区役員の皆様方に懇切丁寧なるご指

示、ご指導、ご報撻を頂きまして、高席から

でございますが衷心より御礼申し上げます。

さて、ご承知のとおり過日アナハイムで開

催されました国際協議会に中川次期ガバナー

が出席され、次年度RI会長のルイス 0ビセ

ンテ・ジアイ氏より新年度の基本的方針並び

にRIのテーマについて種々ご漱示審議され

帰国されました。後程、地区としての補足方

針等を加えられ、皆様方にご披露があろうか

と存じます。よろしくご拝聴賜りますようお

願い申し上げます。

引き続きまして午前、午後にわたりますが

部Fり:嚇感会が開催されます。皆様方のクラ

ブ運営並びに委員会活動についての重要な会

合でございます。どうか最後までご出席の上

ご協議頂きますようおi願い申し上げます。

私たちはホストと致しまして、本日の地区

協議会がより良き環境の下に良き成果0鴻ら

れるよう努めてまいりましたが、不慣れな者

ばかりでございますので失礼の段、諸事万端

不行き届きの点、多々あろうかと存じますが

よろしくご寛容の程を賜りますようお願い申

し上げます。

尚、最1後になりましたが、当協議会の設営

等に関しまして色々とご苦労をおかけしまし

た会員の皆様に心から御礼を申し上げます。

本日の地区協議会が皆様にとりまして、実

りある有意義な素晴らしい一日でありますこ

とを1願い、あわせて皆様方のご健勝とクラブ

の益々の発展および地区の皆様方のご多幸を

祈念致しまして、第26∞地区、1996～'97年

度、地区協議会の開催を開会させて頂きます。

どうかよろしくお願い致します。
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歓 迎 の 挨 拶

ホストクラブ会長

石 浜 雪 大 (大阪城南)

皆さんおはようございます。大阪城南RC
会長の石浜でございます。

本年度地区協議会開催にあたりまして、ホ

ストクラブ会長として一言歓迎のご駿拶を申

し上げます。

本日は公私何かとご多1亡中にも力� わヽりま

せず、早朝より次年度クラブの実質的運営主

体であられる会長、幹事はじめ各奉仕部門委

員長を含め8部門の皆様方にお集まり頂きま

して、1誠にありがとうございます。,己、より御

礼申し上げます。

また、豊富な経験と知識をお持ちで、リー

ダー或いはサブリーダーとしてご活躍、ご指

導頂きます熊澤ガバナーはじめパストガバナ

ーおよび地区委員の方
｀
々には長時間にわたり

ご苦労様です力ヽ 何卒よろしくお願い申し上

げます。

本日は、去る2月 にアナハイムにおける国

際協議会におきまして、連日十数時間にも及

ぶガバナー研修を無事終えられました中川次

期ガバナーより、次年度のRIのテーマであ

ります `築け未来を 行動力と先見の眼で"

についてごヤ旨ヨ草をおl頭いすることになってい

ます。

本日の地区協議会は、スケジュールが詰ま

っておりますが、リラックスされまして今日

一日を有意義に、そして次年度に向けての研

修を受けて頂きたいと思います。

昨年は私も皆様方と同じ席でご指導を受け

たわけです力ヽ クラブの運営をお引き受けす

るための会長エレクト研修セミナーに引き続

き、実りの多い研修であったと記憶していま

九

私たち大阪城南RCは、ホストクラブと致

しまして、舞台作りのお手伝いをさせて頂き

ました力ヽ 何分にも不慣れなため不行き届き

な点

"移
々あろうかと存じます。ロータリー

精神に則り、どうぞ寛容の心でお許し頂きま

すよう存じます。

また、今日一日が実りの多い協議会になり

ますよう心から祈念致しまして、私の歓迎の

ご挨拶とさせて頂きます。

ありがとうございました。

-2-
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来 賓 ‐パ ス ト ガ レ ヾナ ー
ー各 リ ー ダ ーーの 紹 介

次期ガバナー 中 川1章 三  (大阪腕輸
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サブリーダー

サブリーダー

サブリーダー
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次期地区広報雑誌委員長

次期地区規定情報委員長

次期地区親睦活動委員長
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次 年 度 の 方 針

務d田ル サ ー

中 川 章 三 (大阪城南)

本日はお忙しい中、熊澤ガバナーはじめ各

パストガバナーの皆様方、そして次期会長及

び幹事、各委員長の皆ツ肪 には早朝よりお出

で頂きまして誠にありがとうございます。

4月 6日 に行われました次期委員長会議及

び会長エレクト研修セミナーにおきましては、

2月 18日かられ日まで米国のアナハイムで研

修を受けてきました国際協議会でのRIのテ

ーマ 裸 け未来を 行動力と先見の眼で"と

いうことと、ジアイ会長エレクトのメッセー

ジと私の次年度の地区方針をお話し申し上げ

ました。ここにお集まり頂きましたみよ層
`缶

艮

の皆さん方にはお分かり頂けたと思いますが、

次期幹事の皆さんや次期クラブ委員長の皆さ

んにはご存じない方もいらっしゃいますので、

RIのテーマ及びジアイ会長エレクトのメッ

セージを要約して申し上げたいと思います。

RIのテーマは

増霞け未来を 行動力と先見の眼で"

ジアイ会長エレクトは「現在私たちは過去

を変える方法を持っておりません。しかし、

私たちは未来を変える方法を無数に持ってい

るのです。運命は待つものではなく使うもの

であります。未来は座視するものではなくむ

しろ築いていくものであります。また行動の

伴わない奉仕はない。先見の眼のない奉仕活

動というのは骨折り損に終わってしまう。」

とおっしゃっています。

ジアイ会長エレクトのメッセージとして、

1.先達の歩みへの表敬

2.会員の増強

3.職業奉仕の質の向上

4.ロータリー財団への支援

5。 次の世代への準備

6.平和な都市づくり

◎先達の歩みに敬意を払うことによって未来

を築こう

我々のロータリーの倉[胎者であるポール・

ハリスは、18“年 4月 19日 に米国のウイスコ

ンシン州のラシーンで生まれました。弁護士

になってシカゴで開業さオk1905年に当時の

世相、特にシカゴの状態を憂いて 3人の仲間

と語らってロータリークラブを創ったのであ

ります。それから91年たった現在、彼の理想

は全世界に及び国際ロータリーとして 154の

国家に拡がり、クラブ数約27,000余、会員総

数約 118万人になったのは皆さんもよくご存

じだと思います。彼は1947年 1月 27日に亡く

なりました。1997年 1月 には没後15()周年にあ

たりますので、ポール・ハリスの生涯を追憶
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するために1997年 1月 27日には倉:腱渚の日と

して何か囀別術1事か追悼式を計画したり、例

会でポール・ハリスと初期のロータリーの歴

史とか、特にロータリーの原点ということに

ついて勉強して、認識を深めて下さいという

ことです。

また、皆さん方のクラブにお願いしたいこ

とは、「クラブの歴史を振り返ってみて下さ

い」 いつ倉l啜:さ れたのか? チャーターメ

ンバーは誰? 初期のプロジェクトは? そ

してクラブがどういうふうにして発展してき

たのか? などを古い会員から話を聞いて下

さい。古いクラブは過去の歴史を認識し、新

しいクラブは未来′増設 を作って下さい。

◎ロータリー財団を支援することによって未

来を築こう

国際親善奨学金プログラムは、1947年にで

き50周年になります。そしてロータリー財団

創設は80周年になります。ポリオ・プラス運

動は終結していません。ご支援をお願いした

いということです。

◎次の世代を準備することによって未来を築

こう

ロータリーの新世代のためのプログラムは、

30歳までの若者のためのプログラムです。各

ロータリアンの責務は若者たちの多様なニー

ズを認識し、より良い将来を確実にするため

に生活の技能向上を図り、新しい世代を将来

に向けて準備することであります。健康、人

間の価値観、教育、自己開発などは新世代の

基本的なニーズです。これは新世代に対する

使命の声明文としてロータリーに載せられて

います。

この声明文に見られるように、ジアイ会長

エレクトは、各クラブ単位で新世代のための

ロータリー会議を開くよう奨励されています。

この会議の目的は地域社会の指導者と若者と

の間で、地元レベルの対話の場を作り出すこ

とです。そして新世代月間である9月 に実施

されることを望みます。

〔1996～1997年度 地区方針〕

1.ロータリー情報の推進

ロータリーとは、手続1要覧には 101の文字

からできた最も簡単な定義があります。

我々ロータリアンは人道的な奉仕を行い、

職業においては高度の道徳的水準を守り、世

界の親善と平和の確立に寄与する。というの

が原点です。そして綱領として、有益な事業

の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これを育

成するというのが骨子です。そのために4つ

の項目があります。

シカゴRCに初めて綱領ができましたのは、

会員の相互扶助と親睦でした。その後、幾多

の変遷を経て現在では4つの綱領ができてい

るのはご存じのとおりです。その第1項目に

親睦と奉仕の関係を歌っていますが、知り合

いを深め、親睦を深めるということは目的で

なく、奉仕の機会を多く持つために知り合い

を広めるということです。

ポール・ハリスは「私たちは変化しつつあ

る世代に住んでいるのですから、ロータリー

もそれと共に変化しなければなりません。」

とおっしゃっていますが、しかしポール・ハ

リスの作ったロータリーの原点には変わりは

ないと思います。

ロータリー情報の推進は会員数と無縁では

ないと思います。1995～'96年度のブラウン

RI会長並びに熊澤ガバナーは、会員増強を

第一日標に掲げられました。強力に運動され
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た結果、第2660カ也区の会員数の純増は日本一

ではないかと思います。

それでは新会員や材颯躍ヽ 員、女性会員をど

うするのか、色 な々店題が出てくるようです。

今にして会員の皆さんに情報を提供できなく

ては、奉仕への意欲がどんどん低i下していく

と思います。そして希望に燃えて入会された

新会員が失望して退会されることを危惧して

いるのは私だけではないと,思います。

どうか本日ご出席の皆さん方には、私の意

を聞解して頂いて、新会・
員の情報教育を継続

的に行って頂き、クラフの隅で休眠している

会員を引っ張り出して頂いて、奉仕への意欲

をかき立てて下さい。

熊津ガバナーは、前年度のPETSの席上

で、「手続要覧を何度も何度も読んで下さい」

と言われましたが、当地区には幸いにも土井

規定委員長力作 られた『ご存知マ
=す

か?」 が

ありますので、これをよく読んで頂きたいと

思います。尚、ロータリー情報の推進には、

地区としても年に数回、新会員を対象に研修

会を開催したいと考えています。また新クラ

プの会長や委員長を対象にロータリー情報セ

ミナーも開催したいと考えています。

・ガバナー月信については、次年度は全会員

に配布させて頂きます。

・従来のIGFを IMに変更します。 (イ ン

ターンティミーティング)

・:従りにの,員腱彗島会を提聾匿壁含に変更します。

2.会員増強

今年度は1996年 3月末で56"名、純増312

名。拡大は大阪咲洲RCと大東中央RCです。

増強率 6_449%で第 3ゾーンでは第二位でし

た。

ジアイ会長エレクトも会員増強を目:標にし

ておられ、クラブの会員数が増えることによ

って、如何にクラブが充実するかを考えて下

さい。会員増強の目標を各クラブで設定し、

当該クラブで`i誠可能な新会員の純増数でな

ければならず、各クラブの目標を集計して地

区でまとめて、5月 20日 までにRIに報告す

るよう書簡がジアイ会長エレクトから来まし

た。またそれらを集計してカルガリーの国際

大会の席上で1996～'97年度の増強目標とし

て発表するとおっしゃっています。

そこで次年度も当地区では約 300名の増強、

6%の目標を立てました。ただし拡大は除く

ということをRIへ報告しましたので、一層

のご協力をお願い致します。

では何故「増強なのか?」

・奉仕を実践するロータリアンの能力を強化

することができる。

・新鮮なアイデアと活力がわく。

・新会員の熱意でロータリーを強化すること

ができる。

・ロータリーのプロジェクを拡大することが

できる。

国際協議会の2日 目にキング氏が「私たち

ロータリーの指導者が会員増強という問題に

真正面から取り組まなけれ|ム 21世紀におい

て人類に奉仕しようという私たちの夢は無に

帰するであろう」と言われました。そこで、

ロータリアンの特典と義務について考えてみ

ますと、増強はクラブ奉仕の一つであり、我

々に課せられた義務であると思います。

3.阪神・淡路大震災災害支援対策について

中野ガバナーの年度に災害支援対策委員会

と称してアドホック委員会が設置されたので

すが、その活動も熊澤ガバナーの年度で多大

な成果を上げられましたので、次年度は委員
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会自体は解散してもいいのではないかと考え

ています。ただし「里親クラブ」として6つ

のクラブが 7人の震災遺児のお世話を長年し

て頂くことになっていますので、それについ

ては地区社会奉仕委員会が主になっ枷

に支援していきたいと思っています。

情報の提供と会員増強をよろしくお願い致

します。

『未来は遠くにあり、出会うのを待っている

というものではありません。未来は今ここで、

創くられるのを待っているのです。未来は私

たちの手の中にあります。今、ロータリアン

は、奉仕の理想を来るべき世代につなぐこと

によって、よく先達として行動することがで

きるのです。力を合わせてさあ、

築け未来を 行動力と先見の眼で !

↓

Bluild the future w■ th action and vlsion』

長時間こ1静聴ありがとうございました。よ

ろしくお願い致します。

出 席 報 告

登録者数 750名

出席者数 732名

出席率  97.60%
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地 区 財 団 セ ミ ナ ー

財団情報担当パストガバナー

山 中 文 和 (大阪南)

ロータリー財団は、情報の複雑化に向かっ

ています。そこで本日は皆様方からの質問の

多い事柄についてお答えさせて頂きます。

1)ロータリー財団の補助金について

人道目的の補助金

教育目的の補助金

文化交流の補助金

ロータリー財団の補助金は、すべて国際的

性格を有し、財団活動に参与する異なる国か

ら少なくとも2つのロータリークラブ、また

は2つの地区が関与しているプロジェクトで

なければならない。

2)ロータリー財団の決算報告は?

年に一度詳細な決算報告がきます。明細書

がガバナー事務所にありますので、ご覧にな

って下さい。

財団のお金は3年i前に集めたお金を3年間

運用し、相当な利益を上げます。その利益で

財団の事務運営費を支払い、多少余ります。

3年前に皆さんからお預かりしたお金は全額

3年後の奉仕活動に使用されます。しかし、

それでは毎年お金を集めなければいけません

ので、そこでベネファクターのような恒久基

金をつくり、せめて25%ぐ らいは利子だけで

いけるようにしようということで、現在ベネ

ファクターに力を入れています。多い時には

18～19%の運営益が上がり、現在は9%だそ

うですが、かなりの:運営益を上げています。

現在、ロータリー財団にあるお金は、1995

年 6月末で4億 2,310万 ドルあります。

3)財団資金の使用目的は?

奨学金59%、 同額補助金18%、 研究グルー

プ交換16%、 3-H補助金3%、 その他4%
の配分で使われています。

4)ポ リオ・プラスについて

最初 2億 4,8∞万 ドル全世界から集まりま

した。今までの投資収益が 9,400万 ドルで今

後の収益予測は 4,800万 ドルという予定です。

これらのお金はワクチンの投与等に使用し、

現在は約1億 3,000万 ドルが残っています。

5)当地区の実績は?

今年度の当地区の実績は、73万 ドル集まり

まして、全世界で2位です。1位は2650カ也区

で、3位は2640地区で、1位から3位までを

関西圏で占めています。また上位30位の中に

日本が24地区含まれていまして、多大な功績

を日本が果たしています。厚く御礼申し上げ

ます。

6)次年度の場合は?

ポール・ハリス・フェローは 1,000ドルで

すので、古い会員の場合は36万円出しました。

昨年度は9万円でよかったのですが、円安で
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107円になりますと最高82円の時と地校して

25円 も違い、27～田%の下落になります。と

いうことは同じだけの円価でご寄付されると

27～28%下がり、50位以下になってしまいま

す。だんだんと円安傾向の影響でやりにくく

なっています。

7)シェア 0システムとは?

3年前に集めたお金を今年度使うには、60

%は地区で自由に使ってよろしい。しかし、

メニューの掲載されたカタログがありまして、

その中から活動を選択して実践します。それ

を本部に申請するとi蒙目が出るということで

す (D。 )F)。 残りの40%は ワールドファンド

(W_F)でロータリー財団自体が使用します。

))F(地区財団活動資金=∞%)の使用

の仕方が先進国と発展途上国とでは随分違い

ます。

先進国では将来に素晴らしい人材を残すた

めに奨学生に多くを使っています。ロータリ

ー財団のプログラムは奨学生だけだと思って

おられる方も多いのではないでしょう力、

発展途上国では今現在現実的に困っている

人に役立てる人道目的に使うよう要請してい

ます。

8)当地区の場合は?

今年度は3月末で73万 ドル集まり、これを

3年先には∞%ですから6月末で80万 ドルと

して慇万ドルが自由に使用できることになり

ます。当地区では奨学生に力を入れています

ので、約
"万

ドル‐21,5∞ ドル (学生 1人当

り年間_HD=8～24人の奨学生に使用して

います。

RIからは人道的目的に使用するようにと

いうことで、お金の集:ま らない地区で奨学生

の出せない地区に、1～ 2人の奨学生のため

の資金を当地区から差し上げるということを

行い、それによって人道目的と教育目的が兼

ね合わせたことにしようということです。

9)厳 は?

1994～ 95年度 ― 派遣24人

199,46年度 ― 派遣20人

1996～ 97年度 ― 派遣2人 (選考した人数)

色々な事情によって行けなくなった場合は、

次年度にそのお金を繰り越しますので、多い

年度では26～27人派遣される年もあります。

10)フ ィリピンの奨学生に寄贈

昨年度はフィリピンの奨学生に21,500ドル

を差し上げました。

今年度はアラスカ (5040地区)の奨学生 1

名に差し上げることが決定しています。

11)ジャパンプログラムとは?

日本に9カ月間語学研修に来て、あと3カ

月は実習し、日本の物価が高いためにこれに

は29,000ドル寄贈しています。

12)語学研修生にも奨学金を寄贈する

13)免税措置は?

一日海外に出たお金が、∞%と言えども戻

ってきてもそれは免税の対象にはならないと

いうことです。そこで日本国内に財団支局を

設置してお金を海外に出さないようにしたら

どうかという意見もあったのですが、これに

対してはロータリー財団が日本だけそんな事

は許されないということです。アメリカ、フ

ランス、ドイツでは免税になっていますが、

日本では法的に駄目だということです。

米山奨学会は国内で集めて、国内で使用す

るので免税になっていますが、ロータリー財

団の場合は無理です。

14)今何故ポリオ・プラスなのか?

フィラデルフィアの国際大会でポリオは終

結宣言されたはずなのに、今また何故ポリオ

なのか。1979年に3-Hプログラムの一つで
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フィリピンの 600万人の子供の命を守ろうと

いうことで、ポリオの予防接種を行いました。

19841年にはポリオを撲滅しようというプロ

グラムが起こり、5年間の目的でスタートし

ました。日本では山崎PGが委員長で、当地

区の故中西PG力瀬:口野員長になって全国組織

で委員会を結成され、全世界で1億 3千万ド

ルを集めようということで、その内の2割を

日本が負担し、48億円が集まりました。最終

的に全世界で2億 4,800万 ドル集まりました。

みんながせい一杯ポリオ・プラスに寄付した

ものですから、一般寄付が激減しまして、奨

学生が送り出せない状況になりました。そこ

でポリオに対する寄付はこれだけ集まりまし

たので結構ですという意味で勝利宣言をした

わけです。ところがポリオが撲滅したように

全世界に伝わったわけで、1実際は撲滅どころ

か、これからいよいよ予防活動をやりかけて

いた状態で、寄付は一般寄付にして下さい。

ポリオにはもういいですよという意味だった

わけです。

ポリオワクチンは1回の投与に4セ ントか

かります。一斉投与ならば年間2回でいいと

いうことで成果を上げています。

前回はインドで一斉投与を実施し、約50万

人のロータリアンやその関係諸

"ヽ

25万箇所

に接種場所を設置し、 0歳～ 3歳までの9千

万人の新生児に年 2回一斉投与を実施しまし

た。

実際にはワクチン代よりそれを保管したり

運搬したりする費用力渤 なヽり嵩みまして、例

えば冷蔵庫が欲しい、冷蔵庫を送る。しかし

1日 2～ 3時間は停電するので自家発電機が

欲しい。自家発電機を送る。これを動かす重

油が無いといった実情です。

今年度は一斉投与の時に医者が着る白衣を

紙製だと1枚70セ ントなので、50万人分日本

が出して欲しい。その内の1割の 3"万円を

当地区が拠出することになりました。これは

WCS(世界社会奉仕)の一環として実施し

ようということで、 100万円を地区から拠出

し、残りの 2"万円を皆さん方からの募金を

お願いしましたところ 373万円集まりました。

ところがインドの一斉投与は既に2回行われ

た後で、 373万円が当地区にストックされま

した。そこでロータリー財団から他の地区の

一斉投与に協力して欲しいと要請があり、ベ

トナムでの一斉投与に協力することになりま

した。それに際しては約 150万円分のリスト

を現在作成中です。またネパールが四輸駆動

のトラックが欲しいということですが、値段

が高いために思案中です。地区の親睦委員会

力油Iかチャリティーショーをしたいとおっし

ゃっていますので、その収益金が役に立てれ

ばと思、います。

26"地区はモンゴルを対象に活動されてお

り、現在、アジアとアフリカの一部にポリオ

が残っていますので、2005年までには撲滅し

たいものです。

12)冠名奨学生

1人のロータリアンが21,500ドルを一|1度に

寄付しますと、奨学生が1人増えます。アメ

リカの場合は免税措置があるので多くの冠名

奨学生が輩出されています。

今後も|」製魚 ご協力をよろしくお願い致

します。
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=1握

己 音 :31Fヨ

討論リーダー 中川 章三 (大阪城南)

(イ短期ガバナー)

光信 昌明 (大阪城南)

村岡 秀雄 (メ動覗D
樹青 美良 伏薇献南)

サプリーダー

サプリーダー

サプリーダー

<午 前 の 部 >
光信サプリーダー まず、討論に入ります

前に「1996-97年度、国際ロータリー第2660

地区、収支予算案」の承認を皆様方から頂く

ことになっていますので、横溝会計から説明

します。

横溝サプリーダー 早速ですが、1996-97

年度地区資金収支予算書 (案)と、地区資金

収支の推移と現況の棚略についてご説明しま

す。   ※詳細は省略、資料参照

中り1尉論リーダー

異議がなければご承認頂きたいと思います。

挙 手 ― 承 認

ご承認ありがとうございました。

さて、事前に皆さん方アンケートをお願い

致しました。その結果についてお話しさせて

頂きます。

◎ガバナーに対する要望

・健康に気をつける。

・会員増強の進め方について指導してほしい。

・ロータリー情報を推進してほしい。

0ロータリーの歴史と原点、哲学について教

えてほしい。

・ガバナー公式訪間ではクラブのありのまま

の姿を見てほしい。

もし困った事やご意見、質問等がありまし

たら、いつでもガバナー事務所にお問い合わ

せ下さい。できる限りお力になりたいと思い

ます。 1年間頑張ってやっていきますので、

皆さん方のご支援、ご鞭撻をよろしくお願い

します。

村岡サプリーダー 中川ガバナー年度には

情報の周知徹底を図りたいということと、会

員増強を方針にされています。

さて、リーダーシップについては、「会長

必携」の冒頭に明示されていまして、

○提言や発言をうまく取り上げてそれにうま

く耳を貸してあげてほしい

○権限を下部に委譲するようなことを考えて

ほしい

○可能性のあることを見極めてそういう人物

人柄をイ申ばすようにしてほしい

など9つの項目の他に、私は「できるだけ

情報を早く把握して皆さんに伝えてほしい」

ということを付け加えさせて頂きます。

現在、ロータリー情報としては、RIから

送:っ て来ます「ロータリーワールド」しかあ

りません。それも内容は「どこのクラブが何

をした」といったようなことで、過去に出さ

れていた事務総長の書簡やRIニュースとい

ったような中身のあるものがなく、ここ2～
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3年は情報源が枯渇した状態です。

RI理事会は6月 (新旧合同)、 11月、 2

月、5月 と年間4回行われます。 2月以外の

理事会の決議の抄録は3～ 4カ月遅れてロー

タリーの友に掲載されます。ところが 2月 の

理事会だけは今までロータリーの友に掲載さ

れた記憶がありません。

次に次年度から変更される事項についてで

すが、

09月の青少年月間→新世代のための月間

○ローターアクト週間⇒1997年 3月 9～15日

○クラブ会長は例会やクラブアッセンプリー

に招待して
~下

さい。

○ロータリーバスケットより、ロンドンRC
は絶対に女性会員を入れないと頑張ってい

たのですが、先般の審議で「女性会員を入

れる」ということが可決されました。

○シカゴRCでは次年度初めて47歳の女性会

長が誕生します。彼女は元外交官で現在葬

儀社の百:附長をしています。

さて、ロータリーの原点は「綱領」である

と思います。そしてロータリーの本質は「決

議 23-34」 だと私は思います。

ロータリーには4つの概念がありまして、

(1)ロータリーとは何か

(2)ロータリアンとはどういうものか

(3)ク ラブとはどういうものか

(dコ際ロータリーとはどういうものか

(1)ロータリーとは何かということは、:決議

23-34に ありますように、自己と禾:I也の

調和がロータリーの本質であると思います。

またロータリーは人生の哲学であると言って

おりまして、自己のために禾:l益を得ようとす

る欲望と他人のために奉仕をしようとする考

え、これに伴って常に衝動によって起こる争

いを和解させようとするのがロータリーの哲

学であり、ロータリーであると言っています。

それは日本では「超我の奉仕」というまとま

った考え方です。そして「最もよく奉仕する

者、最も多く報いられる」ということが実践

倫理の原理に基づくものであります。

ロータリアン必携の1冊目のP.5に、社会

的に大きなニーズが起こると、それを達成し

ようとする運動が起こります。その運動の中

に明確な使命感が生まれます。また達成する

ためにその方式を考え出します。これによっ

て人々は人格を形成し、切磋琢磨できるとい

うことです。

(2)ロータリアンとはどういうものかという

ことについては、ロータリーの理論を受け継

いで、明確な使命感を持って奉仕の実践を行

い、地域社会に尽くすというのがロータリア

ンです。

(3)ロータリークラブとはどういうものかに

ついては、決議23-34に 4つあげていま

す。

1)奉仕の理論が職業および人生における成功

と幸福の真の基礎であることを団体で学ぶ

こと

2)自分達のあいだにおいても、また地域社会

に対しても、その実際例を団体で示すこと

3)各人が個人としてこの理論をそれぞれの職

業および日常生活において実践に移すこと

4)個人として、また団体としても:大いにこの

教えを説き、その実例を示すことによって、

ロータリアンだけでなく、ロータリアン以

外の人 の々すべてが、理論的にも、これを

受け入れるように励ますことである

(41コ際ロータリーとは何かということは、

やはり決議23-34に明記されていまして、

RIは次の目的のために存在する団体7ちる|
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a)ロータリーの奉仕の理想の擁護、育成お

よび全世界への普及

b)ロータリークラブの設立、激励、援助お

よび運営の管理

c)一種の情報交換所として、各クラブの問

題を研究し、また、強制でなく有益な助

言を与えることによって各クラブの運営

方法の標準化を図り、社会奉仕活動につ

いても、既に広く多くのクラブによって

その価値が実証されており、RI定款に

掲げられているロータリーの綱領の趣旨

にかない、これを乱すような恐れのない

社会奉仕活動によってのみ、その標準化

を図ること。

となっています。 (手続要賢P.寄～77参照)

さて、ロータリーの友などにも「ポール・

ハリスは径商恐1荒で人,こ■の荒れすさんでいた

アメリカ社会:、 特にシカゴの状:態を憂えた」

と書かれていますが、実はそうではありませ

んで、ポール・ハリスは田舎からシカゴに出

て来て、友人もなく淋しかったのでロータリ

ーを倉1っ たのであります。また、当時のシカ

ゴを見て非常に魅力を感じ「シカゴが今後ア

メリカの原動力になるだろう」と自叙伝には

記されています。

また、名称にしても最初は「ブースターク

ラブ」がいいのではないかという意見が出た

のですが、ブースターとは人を引っ張るとか

促進するという意味があり、ポールは「我々

にはそんな力はない」とはっきり百い切って

おりまして、検討した結果「ロータリークラ

ブ」となったわけです。と言うことは巻頭に

麗々しく書かれている事柄とは多少違う′己情

でポール・ハリスが3人の友人と始めたとい

うことを知っておく必要があるのではないか

と、私は思っています。

光信サプリーダー ではただ今から「事務

のOAイ■ についてスライドでご説明します。

◆ア ン ケ ー ト結 果 よ り ◆

(5月 17日翡イD
80ク ラブ中43ク ラブ回答 (53%)

・ FAXを利用している   100%
・ ワープロを利用している   45%
・事務局員数 2人 -16%3人 -3%

1人 一 大半

・パソコンを導入している。

使用目的は経理、住所管理、ワープロ、出

席管理

・インターネットの手封能を考えている

・オーバーヘッドプロジェクターを使用した

tヽ

・ネットワークの構築と事務処理の簡素化を

図りたい

・早急、にパソコンを導1入したい

・ガバナー事務所の現況とアドバイスがあれ

ば教えてほしい

◎ガバナー事務所の現況について

上アシ イヾザー (大阪城南)

ガバナー事務所の中の事務処理と各クラブ

とのインターフェースをとりつつその業務を

簡素化するという、大きくは2つに分かれま

す。今各クラブのデーターを蓄積しながら、

少しずつシステムの構築を図っているところ

です。

インターネットとニフティーを事例として

入れていますが、RIが毎月ホームページを

開いてRIからニュースを出していますので、

そこからダウンロードできるようなアクセス

機能を取り付けているところです。ご質問が

あればお答えさせて頂きます。
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光信サプリーダー 改めてガバナーノミニ

ー事務所からのお願いを申し上げます。

FAXに
い致します。各委員会に対する質問等も同じ

です。事務処理の簡素化を図る意味でもご協

力をよろしくお願いします。

<書 イ麦 CЭ書F>
光信サプリーダー 午後の部を始めさせて

頂きます。ガバナー月信用の「会長だより」

の原稿内容については、クラブの歴史、クラ

ブの特徴 (奉仕活動)等を簡明に書いて頂き

まして、 6月末日までにガバナーノミニー事

務所まで必ずご提出下さい。ご協力をお願い

します。

先般依頼しました「クラブの翡静LIについ

てスライドでご説明します。

◆ア こ/ケ ー ト系吉多具=よ り ◆

(回答率 100%)

○クラブの倉:壼捌期について

中堅、古参のクラブが多い

○在籍会員数について

∞人未満 ― 圧倒的に多い

平均会員数 -69.6人

〔設問 1〕 ロータリーとは何か

・職業人の集まりである

・職業奉仕が主である

〔設問 2〕 ロータリーはこれでよいのか

・職業倫理を強調しなければいけない

〔設問 3〕 クラブの活性化について

・委員会活動を活発に行う

〔設間 4〕 クラブの特徴

・わきあいあいとしている

〔設問 5〕 困っている点

・会員増強の問題

〔設債16〕 制 について

0入会前のインフォメーションを実施してい

る

〔設間 7〕 例会について

・卓話の充実

・ ロータリー情報の:充実

〔設間 8〕 会員の融和について

・同好会、家族会を活発にする

g置
19〕 理事会の運営について

・従来通り

〔認幕駐0〕 クラブ協議会の開催数

・年間6～ 7回

〔設問11〕 家庭集会 (情報集会)について

・ロータリー情報委員会に委任している

〔設問 1〕 ロータリーとは

・職業人の集まりである

・奉仕する人々の集まりである

・指導的立場にある人々の集まりである

〔設間 2〕 ロータリーはこれでよいのか

・職業倫理を強調するべきである

・このままでよい

・形式的である

0ロータリー活動の認識が薄い

〔設問 3〕 クラブの活性化について

・会員増強

・委員会活動

・伊1燿き、走則睦壼舅肋

淵橋
‐ 猛  (豊中千里) インターネッ

トでホームページを開くことは、今すぐにと

いうことではないのですが、地区でホームペ

ージを開くことは簡単なのではないでしょう

か。

醍りII  潔  (大阪西南) ロータリーの

活性化については親睦が基本になると思うの

ですが、:籾睦と言うとついお酒、ゴルフ、遊

びにつながりそうなので、基本的には会員の
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職業をどう理解するかということで、経営理

念とか社是、村ヨIIな どを知るということで、

卓話の時に自分の職業を通じてお話しすると、

一層親睦が進み、活性イ[力進むのではないか

と思っているわけです。

塚田 康策  (大阪平野)当 クラプの場

合、会長指名も理事指名も入会順といった形

で、古い者が指示してきました。昨年20周年

を迎えましたので、そろそろ若い者に任せて

もいいのではないかということで切り替えし

ています。例えば当クラプの平均年齢は57歳

です力ヽ 理事会には新しい会員を3人入れて

平均馴歳にしたり、クラブ運営上のあらゆる

面で若い会員に先頭に立ってやって頂く方法

を次年度から変えました。トラブル等が生じ

た時に融 洲常|され、中傷もされると思い

ますが、思い切ってクラブ活性化のために今

やらなければと思い実行しました。

淵橋
1 

猛  (豊中千里)一 般社会では

ロータリーが知られていない。PRが少ない

と思いますので、インターネットを通じて若

い人たちにもロータリーを知って頂ければと

思いホームページの立ち上げを提案しました。

光信サプリーダー  続いてスライドを見

て]頁きます。

日器譴〕クラプの特徴について

・わきあいあいとしたクラブ

・若くて活気にあふれたクラブ

・まとまりのいいクラブ

臼井 弘行  (千里)当 クラプのテリト

リー内に阪大がありますので、どうしても学

者先生方の会員が多く、非常に勉強になって

います。

西尾 寛一  (大阪柏原) 当クラプの4

分の3は地元に住んでいて事業所も地元にあ

るということで、どこの会合に行っても同じ

ようなメンバーが顔を合わせるということで、

昔からお互いによく知っていますのでわきあ

いあいにやっています。

恵美奈博光|(大阪なにわ) 当クラブは

夜間例会のクラブであるということと、クラ

ブ独自の奨学制度を持っているということで

す。倉!l立13年目なのですが、国際青年年であ

った年に「高校生以上を対象に、家庭的に恵

まれない学生に援助しよう」ということと、

ロータリー奨学生とGSEの援助を目的に、

「奨学援助基金制度_1を設置しました。

会費は会員 1カ月 5∞円拠出頂き、これを

毎年積み立てています。と同時に新入会員に

は1回 5,0∞円の10口を入会時にお願いして

います。また例会時には任意の寄付金を頂い

ています。現在、テリトリー内の高校生を選

考中です。因みに 2,165万円の基金がストッ

クされています。

光信サプリーダー  続いてスライドを見

て頂きます。

〔設問 5〕 困っている点

・会員増強の問題

・会員の年齢的なギャップ

・財2緬目

・諸会合の出席率の低下

・困っている事はない

野村 浩司 (大阪そねざき)当 クラブ

は女性が3名、男性が13名のクラブです。女

性特有の真面目さ乃帳面さはいいのです力ヽ

ホームクラブ柳1陰出席が第一であるというこ

と、メークアップという補償の仕方があると

いうこと、こういった基本の1事がなかなか徹

底できなくて、最近やっと理解できたのでは

ないかと思います。

費田 重幸 (大阪梅田)次 年度

"周
年

を迎えるのですが、例会場の移転が決まって
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いまして、例会場費がアップになると当然会

費がアップになるので、昨今会費を値下げし

ておられるクラブもあるので、悩んでいます。

金子 属目賄 ('こ相反東) 倉:に238`年にな

るのですが、会員の年齢のギャップがあり、

交流がどうしても希薄であるようですので、

次年度はフォーラムや家庭集会等を盛んにし

て交流と親睦を深めたいと考えています。

海堀 寅一  (大阪南)卓 話前に退席す

る会員が多いということで困っています。毎

回ビジターが15～16人で、ほとんど早退され

ます。それに加えて当クラプのメンバーが25

～26人早退し、合計40人近くが早退しますの

で、出入口に会長席を設けてみようかと思う

くらい・です
~。

横溝サプリーダー 財政面で困っているク

ラブが10ク ラブありました。

1.各クラブの会費、入会金の現状と値上げし

たクラブ

2.会費以外に徴収する:項目について

3.ロータリークラブとして固定的な費用支出

はどうか

4.財政面の繰り越し資金残高はどの程度が妥

当か

〇年会費  25～船万円

最低 -12万円 最高 -37万円

○入会金  15～20万円

最低 -10万円 最高 -30万円

因みに中川ガバナーノミニーの大阪城南RC
の場合は、年会費16万円、入会金10万円で、

「これは安い !」 と思われるのですが、例会

の食費力切IZ覇十で徴収されますので、最終的

には高いということになります。

〇年会費以外に徴収するクラブ

大阪南 ― フォーラム登録料

茨 木 ―   ″

大阪城南 ― R財団、米山、 IACの分担

金、周年記念事業基金

○固定的な費用支出について

人件費 交通通信費 消耗品費 家賃

諸会合費等

*会員数が最低m名なければ経済的に苦しい

○繰り越し残高について

大阪南 -804万 円

茨 木 -195万 円

大阪阪南 -306万円

大阪城南 -4巧万円

*2カ月分を繰り越して頂くのが望ましい

○値上げしたクラブ

81ク ラブ ー 7ク ラブ

(2万円～6万円)

四碇 行雄  (拡阪阪南)会 費1以外にR

財団や米山、地区協議会等の登録料は別に徴

収しています。

光信サプリーダー  続いてスライドを見

て頂きます。

〔設問 6〕 制 について

・手続要覧

・髪輩秘携

・ロータリーの友

・ガバナー月信

・クラブの記録

・ご存じて,づ
~か

?

・規定情報マニュアル

・他クラプの資料

・RIの資料

・ロータリー入門書

〔設問 7〕 相談相手について

・ガバナー ・地区幹事 ・幹事 。SAA
・PG ・ P会長 ・ P幹事 ・親クラブ

・理聾事賭妻

・相談相.手は必t要ない
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〔設問 8〕 時間管理について

・ロータリークラブのために粉骨砕身する

・週に1日 はロータリーに当てる

01日 に1時間はロータリーに当てる

〔設間 9〕 i青報提供について

・入会前と後にインフォメーションしている

吉江 慶晃 (東大阪西) 入会前後のロ

ータリー1苛眼の提供 (イ ンフォメーション)

は絶対に必要だと思います。ただし新入会員

だけに限らず、情報が年 歳々 新々しくなって

きますので、古い会員にも情報提供、情報の

徹底が必要で、それがクラプの活性化にもつ

ながっていくのではないかと考えます。

宮後 浩 (大阪住之江)新 入会員の

インフォメーションは推薦者にお願いしてい

ます。約7年前に当クラブで作成した「イン

フォメーションの要約」という冊子を元に情

報提供をして頂き、納得された段階でツl会を

見学して頂きます。その後は手順通りに入会

手続きを踏み、入会後 2～ 3カ月してから家

庭集会に出席して頂き、ロータリーの理解を

深めるようにしています。

光信サプリーダー  続いてスライドを見

て頂きます。

〔設問10〕 例会について

・卓話の充実

・雰囲気づくりに努力

・新しい企画を考える

前田 敏弘  (大阪東南) 卓話中の私語

防止のためのパネルを用意して、例会の雰囲

気づくりに努力しています。

井上  隆  (吹田西)大 きな声で話が

面白いとみんなが耳を傾けますので、それと

卓話者との対話、座談会風を考案したいと考

えています。

中森 英夫 (大阪本町)早 朝例会や夜

間例会を開催してメリハリをつけています。

そして「クラブデー」を設けて、オークショ

ンを開催したり、有名人を招待したり、大阪

西南 (祖父)、 大阪うつぼ (親)との3ク ラ

ブ合同例会を開催したりして、マンネリ化を

避けています。

光信サプリーダー  続いてスライドを見

て頂きます。

〔記事皐1〕 会員の融和について

・同好会、家族会を活発にする

・例会の座席を工夫している

木村雅太郎 ひ蕩阿倍野)楽 しい例会

とはどういうことかを追求してみたいと思っ

ています。それによって会員の融和が図れれ

ばよいと思、います。

松本新太郎 σヽ 尾:)当クラブは4月 に

桜を見ながら歩こう会というを開催し、俳句、

囲碁、ゴルフ同好会が集まって楽しんでいま

す。世代間のギャップは古いクラブになると

どうしても出てくるのではないかと思います。

光信サプリーダー  続いてスライドを見

て頂きます。

〔認暮皐2〕 理事会の運営について

・従来通り

・事前に議案を出す

・上意下達

松村  武.(大阪住吉) 1月の理事会

で、全員一致で IACの提唱を止めることが

決定しました。その後、地区から会長に圧力

がかかりまして、理事会で決定した事が会長

が頭を下げることによって翻されたわけです。

これでは意味がないので、理事会の10日前に

議案を記名で提出し、それを幹事は即日各理

事にFAXし、不明瞭な点はレクチャーを受

けてから理事会を開催して審議することが決

定しました。
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神田 耕而 (大阪北梅田)3年 前に同

一推薦者が同一候補者を立てました。その時

は既に職業分類表が充虞されているというこ

とで断りました。今回は2度目で、またスト

ップがかかりました。そうすると入会候補者

のプライバシーにまで入り込むことになりか

ねないわけで、最終的には理事7名で決定す

ることになるでしょうが。そういう問題を抱

えています。

光信サプリーダー  続いてスライドを見

て頂きます。

〔設問13〕 クラブ協議会について

0年間6～ 7回

〔設問14〕 1青報集会について

・ロータリー情報委員会に委任している

・テーブルごと、ブロック別に実施している

・検討課題もある

土メト芳見定鯖開委員長  C大阪引D I青報集

会の位置づけについてお話しさせて頂きます。

『ご存知ですか?(改訂月D』 をお持ちでし

ょう力、 それに「ロータリー情報の提供とは」

という所があります。 C52～53)

○例会の卓話で (各月間に実施)

担当委員長或いはパストガバナーに依頼

○例会で、3～ 5分間情報として

会長或いは情報委員長が実施

○クラブフォーラムで

4大奉仕部門について、予めテーマを決め

て実施

○クラブ会報を通じて

欠席された会員に提供

○情報集会で (家庭集会)

夕食を共にしながら、楽しい雰囲気で寛い

で話し合う

情報集会については、R54に項目を設けて

圭いていますが、英文はインフォームド・グ

ループミーティングと言います。充分な情報

に基づいて充分な知識を与えるということで、

リーダーを決めて、リーダーが充分な情報を

提供してそれについて話し合うということで

す。10～12人の小人数でゆっくり話し合うの

が特色だと言われています。

会合の名称は別に何でもいいわけで、小人

数の寛いだ会合としてロータリーの事につい

て話し合うということをして頂けば、1青報提

供に貢献すると思います。勿論、小人数の会

合ですから友好、親睦が深まるという効果も

期待できるわけです。

当地区が発行しています『ご存知ですか?

(改訂版)』 はたくさんの方にご〕購読して頂

いていまして、現在、3千部印刷しています

が足らない状1態で、追加印刷をしています。

まだお申込みでないクラブはガバナー事務所

までお申し出下さい。

中川尉論リーダー  本日は長時間ありが

とうございました。

アンケート結果については、私も大変勉強

になりました。地区への要望として「地区委

員会での決定事項をクラブヘ流してほしい」

ということがありまして、確かに今までは地

区委員会の報告が皆さんには流されていなか

ったように思います。今後はガバナー月信等

を通じて流していきたいと思います。

本日は誠にありがとうございました。

※主なる年間行事 (1996年 7月～1997年 6月 )

ロータリー手帳に記載されていますので、

ご参照下さい。

09月「新世代のための月間」

○家族週間 2月 10日～16日

〇世界ローターアクト週間 3月 9日～15日

上記が次年度は変更になっています。
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車争 葵舞Ξ音
「

Fヨ

討論リーダー 松本 良諄 (メJttD

(パストガバナー)

サプリーダー 生駒 一夫 (大 麗0

<午 前 の 部 >
松本討論リーダー i地区協議会というのは

年度の初めに当たってクラブ会長エレクトを

指導するPETSと並んで大変大きな行事で、

ガバナーノミニーが国際協議会で研鑽を積ん

でこられたことをクラブにお伝えして、そし

て一年間その年のRI会長のリードの下に各

クラプの会長が奉仕の万全を期するわけです。

ロータリーとは何力、 ロータリーとはロー

タリークラブであるというのが私の信念です。

クラプは極端に言えば会長と幹事とその他の

会員から成っています。それほど幹事という

のは会長と共に大変な役日で、会長と一体と

なってクラブ内の管理、クラブ内外にわたる

事務をすることになります。そういう意味で

おそらくロータリアンの中で一番忙しい方で

あろうと思います。従いまして職業との調整、

健康管理、家族の理解と協力という条件が、

幹事の仕事をされる上で必要になるわけです。

皆さんはそういうことを既に覚悟の上で、

「この機会に、ロータリーについてしっかり

勉強してやろう」という意気込みで、お引き

受けになったと思います。ですから、この分

科会において、幹事の仕事の多岐にわたる内

容を、■緒に考えて整理してみたいと思いま

す。

まず、幹事たるものは

①人の和をなす立場にあり、できるだけ明る

く、和やかな穏やかな態度で皆さんに接触

し、クラブの人間関係について配慮する。

②事務能力を発揮して、全ての事務処理を統

括する。

以上の2点をこなしながら、クラブ内の融

和、:籾睦ということと、奉仕の両面からクラ

ブの運営をして頂きます。

また、ロータリーは情報が次 入々ってきま

すので、全てを自分のものにするのは無理と

しても、この情報は誰に聞けばいいかを把握

し、ベテランの事務局員さんもおられますの

で助けを借りながら、よろしくお願いします。

生駒サプリーダー 本日は幹事要覧に従っ

てお話をさせて頂きます。また、先日はアン

ケートにご協力頂きましてありがとうござい

ました。その中で

○幹事又は冨I蝉拿事の経験はありますか。

「あり」 ― 田 幹事 -2冨 孵 事 -51

「なし」 ― 器 (但 内27名は理事・役員・

委員長の経験あり)

ということで、何でも知っておられる方ば

かりで非常し峨 く思っています。もう既に

冨I囃事をされて幹事の業務を見ておられたり、

次年度幹事ということでクラブの動きを違っ

た日で見て頂いていると思います。

では幹事要覧の「あなたの仕事開始」から

入りますが、
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①次年度のためのクラブ協議会を開催する。

アンケートにの4番目に、

○次年度のための「クラブ協議会」を開催さ

れましたか。

「した」 -45
以上の結果でしたが、準備の段階として顔

つなぎをして頂きたいと思います。但し、こ

のクラブ協議会も年間何回しなければならな

いと定められているわけではなく、手続要覧

にも「クラブ協議会は、ガバナー訪問時およ

び他の適切な時に数回開かれる」となってい

ます。理事会に次ぐものとして何回かは開催

して頂きたいと思います。

②次年度の理事会を開催する。

○理事会は毎月 1回以上定例に開催されてい

ますか。

「開催している」 -81 (100%)
クラプの実質的な要は会長と幹事ですが、

理事会の決定が一番最優先されるべきではな

いかと思います。そして理事会に議案を出し

たり、決定の方向を導いて頂くのは幹事の役

日です。

③記録及びクラブ財産の引き継ぎをする。

おそらくこの地区のクラブは事務局があり

ますので引き継ぎというよりも確認をお願い

します。

④ロータリー財団の仕事をする。

皆様のクラブでは財団委員長の管轄になっ

ていると思いますが、大まかなところは情報

として吸収して頂きますと非常に便利であり、

それが大事なことではないかと思います。

「報告と事後検討」という項がありますが、

事務局任せではなく、最終のチェックは幹事

ご自身にお願いしたいと思います。

私は大阪市内の大輪幹事会のお世話をして

いまして今後ご協力頂くわけですが、その時

に多少問ヽ題になったのが、ビジターの報告を

そのホームクラブにどのようにするかという

し)で、勿論郵便が正式ですが、ファックス

でも結構です。その際にはビジターのお名前

の下に幹事のサインをお願いします。また、

ご自身で持ち帰られることもあるようですが

何かの形でホームクラブにご=報を入れて頂

くのが結構かと思います。

ロータリーにはたくさんの規唄:」があり、そ

れを読んでみてもなかなか理解できませんが、

自分なりの解釈で運営されているところがた

くさんあると思います。しかしそれがそのク

ラブに合っていて、皆さんのご噴同力平尋られ

て良識をもって判断されていれば、それでも

構わないと理解しています。そして「しなけ

ればならない、すべきである、要請されてい

る、奨励されている」は、肯定の命′令の表現

で、「禁じられている、できない」は否定の

命令の表現で、「望ましくない、反対するも

のではない、推奨しない」という暖味な表現

があります。どこまでが義務であり、どこま

でがクラブ自体に許される許容範囲であるか

の判断は、各クラブ独自の形で解釈して頂か

なければならないと思います。

幹事の役目の中にはメークアップカードの

発送や、出席報告をガバナー事務所に出して

頂く仕事があります。また、新入会員の推薦、

選考の時に皆さんの意見を取りまとめるとい

う任務もありますが、クラブ内の和を図ると

いう面のご¥i断からやって頂ければいいと思

います。それから、地区内の会合、地区外の

会合にも出席される機会が増えると思います。

アンケートにもありましたが、

○地区レベルまたはそれ以上の会合に出席し

たことがありますか。

IM   あリー

“

 なし-1
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地区年次大会 あリー % なし-5
国際大会   あリー 24 なし-57
チャーターナ朴等  あリー 53 なし一 郎

これからはクラブ全体での出席率はどうか

と見て頂きまして、できるだけ1人でも多く

出席頂けるようお勧め頂くのも、幹事の役目

の 1つになろうかと思います。

【優当::辱置 万芯 :雀野】

Q)田中 義男 (大阪柏原)大 阪教育

大学の米山奨学生は、過去は当クラブがお世

話していましたが、突然地区の方から大阪教

育大学の担当地区が26∞地区から2640地区に

変更になったと言われました。本年度は泉南

地区のクラブが世話クラブになるそうで、突

然のことに戸惑っています。どういう理由か

らかガバナーのお答えを頂きたく、よろしく

お願いします。

A)生駒サプリーダー 私にもよく分から

ない問題で申し訳ありません。大阪教育大学

は場所的には2660地区のテリトリーですか?

Q)田中 義男 (大阪柏原)大 阪柏原

市の住所で、奈良と羽曳野の県境にあり、校

庭が羽曳野で校舎が柏原と入り組んでいます。

A)生駒サプリーダー 貴クラブが世話ク

ラプを返上したいという意志を表されたこと

は全くないわけですね。

Q)田中 義男 (大阪柏原)当 クラブ

は世話クラブとしての歴史を持っています。

どうか真剣にご刊議iをお願いします。

A)松本討論リーダー 米山奨学会の方に

この質問は移管したいと思います。来月米山

の理事会がありますから、その席で検討して

頂きます。おそらく2640地区の方が学校が少

ないから、県境にある学校は譲ったのではな

いでしょうか。

Q)田中 義男 (大阪柏原) あまりに

も一方的なので、当クラプの意向を聞くとか

詳しい説明を頂きたいと思います。

A)松本討論リーダー 米山奨学会の本部

から言われたのであれば、地区としてどうい

う対応をしたのかということもありますし、

後で照会してみます。

生駒サプリーダー 皆さんの資料の中に、

「クラブ幹事の立案用紙」というのが入って

います。これは適宜書いて頂きたいと思いま

す。これはご提出もいりませんが、これを書

き込むことによって疑間が起こったりしまし

たら、午後の部でご質問をお願いします。

<有 巧麦 α )音5>
松本討論リーダー 午後の再開に当たって、

先程柏原RCからご質問のありました米山奨

学生の件ですが、米山奨学部門の討論リーダ

ーとサプリーダーにお会いし、そちらで解決

を図って頂けるようお願いをしました。聞い

てみますと、大和川の南側の柏原市に学校が

あるそうですね。地区は市町村単位ですので

柏原市12660地区の管轄ですが、大和川以南

だから2640地区だという解釈をしたのですね。

やはり向こうは学校が少ないので、2640地区

の米山の関係の人が引き受けてくれたようで

す。その解釈では実情に対して不十分ではな

いかということを言い添えて、米山の方に移

管しておきました。

田中 義男 (大阪柏原)大 和川以南と

いうことだけであれば、当クラブには大手[り ||

以南の方もおられますので、メンバーも分割

ということになってしまいます。

松本討論リーダー 単純な事務的ミスのよ

うですから。しかし本部がやっていることで
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すからここで解決は出来ません。

【曇当:」局置 ′■5宅 事】

Q)飯田 精三 (大阪中央)幹 事の仕

事いうのは事務的なことがかなり多く、そう

でなくても忙しいわけで、できるだけ事務的

なことについては省力化をすればいいのでは

ないか。そして毎年幹事は変わりますので、

積みL上げてこられたことが充分に引き継げな

いこともあり、地区やガバナー事務所との通

信関係もコンピューターを取り入れることに

よってスムーズにいくのではないかと思いま

す。地区の方のお考えは如何でしょうか。

A)松本討論リーダー ご覧の通り私もサ

ブリーダーも古い人間ですので、私にはそう

いうアイデアが浮かばずついていくのが精一

杯です。クラブ自体の変革に対応される姿勢

はそれぞれ違うと思います。地区ではようや

く落ちついた段階で、いずれそういう時期が

来ると思います。貴クラブでいい前例になる

ような軌跡をお願いしたいと思います。

Q)生駒サプリーダー クラブの事務局に

コンピューターをお持ちのクラブはあります

か。今のところは10数クラブですね。どうい

うことにお使いでしょうか。

A)小竹 靖二  (大阪中之島)多 分 7

月か 8月 になると思いますが、インターネッ

トを参入しようと進めています。

Q)生駒サプリーダー インターネットの

ページをお持ちのクラブはありますか。

A)」 竹ヽ 靖二  (大阪中之島) 10ペー

ジぐらいでいいと思いますが、当クラブは今

度会報委員がインターネットを使いたいと、

その方向に走っています。

Q)生駒サプリーダー コンピューターに

ついては、川崎の方でプログラムを開発され

ているようです。私もコンピューターは苦手

ですが、息子にアメリカを呼び出してもらっ

て、ロータリーという項目を見てみましたが

制作中が多くて、あまり大したものはなかっ

たです。城南RCも使われているのではない

でしょうか。

A)柳生 佳洋  (大阪城南) データー

として入れ始めています。

Q)生駒サプリーダー 地区の情報を全部

に流すには、インターネットでつなげないと

無理なのでしょうね。

A)飯田 精三  (大阪中央) ソフトの

開発も共通でやれば費用も安くなりますし、

統一化されたものができて、ロータリークラ

ブは非常に適した性格を持っているのではな

いかと。交互通信ができるようになると手間

もかかりません。クラブ間の情報交換もそん

なに難しくなく、ソフトで管理ができると思

います。

松本討論リーダー この問題は進み出すと

すぐに進展する性質のものだと思います。

【屍蓋1_鰐謹 [ゴミ|」ヨ巳】

生駒サプリーダー アンケートの集計結果

は改めて発表しませんが、年間予定表をまだ

作成されていないクラブは、カレンダー的な

もの嚇 ですのでお作り頂きたいと思いま

す。また、会費の値上げについても予定あり

が少なく、皆さんがよく工夫をされていると

解釈しています。先日の大輪幹事会で会費の

値下げを考えておられるクラブがありました。

ただ、一般論としては会費を抑えるというこ

とは一部の方、一部の業者を犠牲にする場合

が起こり得ると思いますので、ロータリーの

立場上、そのへんを充分お考え頂きたいと思

います。
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菅生  肇 (大阪梅田東)前 回ガバナ

ーが来られました時に「後発のクラブは会費

が高い。メークアップに来られても高いので

検討されてはどうですか」というご指摘を受

けました。そこで「活き活き委員会」という

のを作りまして、経費の内訳を洗いざらい調

べてコストダウンできないかと考えました。

そこで例会の食事を安くできないかと新阪急

ホテルと折衝し、合理化をして安くして頂き、

4,300円から 4,000円に。そして月1回ダウ

ンデーミールとして 2,800円に下げて頂きま

した。その他の経費もコストダウンし、年間

会費の馬万円を今度の 7月から30万円にする

ことで、第1回目の検討が終わりました。ク

ラブ細瞑:」 も変えるということで次期の理事会

を開催し了解を得ています。会計についても

検討し、ライオンズクラブでは2～ 3のクラ

ブで同じ事務局を持ち、経費を節減されてい

るようですので、将来的にはそういうことも

検討したいと考えています。

生駒サプリーダー 事務所の問題が出まし

たが、もう既に同じ事務所を使っておられる

ところはいくつかあります。場所よりも事務

局員が共通であるクラブはありますか。

神戸 昭典 (寝1郵||)昨年拡大を致し

ましで同ヨ |1東RCができたのですが、同じ

事務所で事務局員は2人います。

生駒サプリーダー 東京のライオンズクラ

プの事務局はワンフロアに
"ぐ

らいの机を並

べ、それぞれがワープロと電話を持ち、1人

で3ク ラブぐらいを管理しているようです。

やはリロータリーも色々なことでリストラ的

なことをしなければなりませんが、大事:な こ

とカウkけても困りますし、無理な形で急にさ

れない方がいいかと思います。

アンケートの「特に他クラブではどうなっ

ているか知りたいことはありますか」という

設間に、 6ク ラブがあるということでした。

ご発表をお願いします。

木下 久則  C妃野)当 クラブは以前は

ロータリー財団の寄付が集まっていましたが、

最近少なくなっています。他クラブではどの

ように集めておられるのでしょうか。

生駒サプリーダー これも財団の方へ持っ

て行きたい問題ですが、成績が出ますのでね。

何か実例はありませんか。財団の寄付がはっ

きり割り当てられているクラブはありますか。

氏原 毅士  (メJ反御堪彗筋) 寄付に関し

ては一律に徴::収をして、まとめて納付してい

ます。当クラブはできて3年半ですので、ポ

ール・ハリス準フェローに全員登録させて頂

いて積立てをしています。そして何かの折り

に「あなたは後もう少しで 1,000ドルになり

ますよ」とご本人に教えてあげれば、抵抗な

くできるのではないかと考えています。けれ

ども決して強制ではないので、どうすればい

い力、機会があれば逆にお聞きしたいと思っ

ていました。

生駒サプリーダー それぞれに皆さん工夫

されています力ヽ これといったご意見はない

ようですね。財団に限らずニコニコ箱でもそ

うですが、強開1的ではないというのが建前で

すが、本音から言えば前年度よりは少しでも

多くと担当者は考えますね。地区の目標にも

達したいと思われるでしょうね。私が意外な

のは関西の方が寄付金が多いということです。

他のご意見として「事務局の現状」という

ことが書いてありました。まず給料の額です

ね。クラブによって勤務条件も:違い色々と差

があると思、います。

」財寸 正シL υCD 朝Ч華は:事呼与手術たき

が大変だとお聞きしましたが、当クラブは事
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務局員がベテランで事務局員に頼っていまし

た。ところが現幹事からは全て自分でされる

ようになり、そこで私が引き継いだのですが

資料もきっちり揃っており、事務局員の手を

煩わせることも少なくなると思います。他ク

ラブではどの程度幹事が日常の業務を自分で

されているのかお願いします。

生駒サプリーダー 事務局員が全てをやっ

てくれて、目を通すだけというクラブもある

でしょうし、全てされる方もおられるでしょ

うね。

北村 正汎  (大東)例 えば理事会の招

集案内等の送付ですね。それなんかはどうで

しょうか。

加藤  隆 σヽ尾) 当クラブは5周年

で事務局員も20数年のベテランです。基本的

には判断するのは幹事、鵬 を作るのも幹事

で、ワープロを打って発送するのは事務局員

に任せようと考えています。中堅ロータリア

ンよりはるかにロータリーを熟知されていま

すし、クラブの和を考え、皆さんの性格を考

えて準備して頂けるので、敬意を払いつつ事

務的にお願いできる範囲はして頂こうと考え

ています。

生駒サプリーダー 計画と判断
:と
最終責任

は幹事ですね。

加藤  隆  01、尾)事 務局員と幹事の

信頼関係を築くことがまず大切ではないかと

思います。

小野 雅章  (吹田江坂)理 事会で決定

したことにクレームがついた場合、会長、理

事、幹事が強引に進めてもいいものでしょう

か。或いはもう一度理事会を開き直すのでし

ょうか。

生駒サプリーダー 内容にもよりますが理

事会は最高権限があります。

松本討論リーダー 理事会は毎月1回あり

ますので、重大なことであれば再議しても構

わないと思います。収拾がつかなくなった場

合は通常であオuよ 会長が裁量するというこ

とがあってもいいのではないですか。これは

あくまでクラブの内部のことです。クラブ外

のことであればガバナーか代表幹事に相談さ

れることが必要でしょうね。運営については

理事会が最高決定機関です。根本的なクラブ

のあり方等については総会で決めます。原則

は原則として踏まえながら、しこりの残らな

いように解決して頂きたいと思います。

大阪住吉RCはインターアクトクラブの提

唱を止めるという、次年度理事会の一応の結

論を出されましたが、情報不足、誤解、信頼

関係の欠如が見られましたので、そのへんを

解きほぐすことはできないかとお願いし、元

に戻して提唱を続けて頂くことになりました。

上野  健  (大阪住吉) 直接は関わっ

ていませんが、誤解があったのが一番大きな

原因です。インターアクトクラブ提唱高校の

校長が当クラブの会員で数年間続けていまし

たが、その方が急逝され関係がスムーズにい

かなくなりました。一度は搬1昌を止めるとこ

ろまでいきましたが、色 な々ご意見をお聞き

じ会長の裁量で提唱の継続を決定しました。

松本討論リーダー インターアクトには顧

間の先生もおられ、対外的な問題でもありま

す。その点で無理をすると「ロータリーは何

や」と思われ、一番傷つき可哀相なのはイン

ターアクトの生徒です。そういうことで禾ムも

随分お引き止め致しました。

ではここで幹事の仕事に対しての考え、疑

問等がありましたらお願いします。幹事とい

うのはクラブ内の「よろず承り所」と言うか、

頼られ信頼される存在だと思いますので、ロ
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―タリーー般についてお願いします。

【菫肇彗 当護置 万芯 宅事】

Q)加藤 隆 σ 尾ヽ)昨 年度の規定

審議会で改正事項として、メークアップの期

間変更と、新会員の入会手続き審査の簡略化

があったと思いますが、当クラブはまだ定款

細則を変えていません。メークアップについ

ては今回の推奨細則で適用していますが、新

会員の入会について本年度は前の「理事会で

1名でも反対があれば入会を認めない」を基

本にやっています。基本的に推奨細則なので、

100%従わなくてもよいという気もしていま

すが、RIで決定し地区でも受けられたこと

ですので次年度は変更しようと考えています。

けれども、改正後の方法ですれば新会員の受

け付けをして30日以内に結論を出さなければ

なりませんので、会員としての資格、お人柄

や職業を見て理事会で決定するのに陶時理事

会を開かなければなりません。そこで肯定的

なご意見であれば皆さんに書類で案内し、 1

週間以内に書面による反対があれば陶時理事

会を再度開くということです。新会員を入れ

る度に臨時理事会を開くのはどうかと思うの

です。30日以内という期間も短いですし、今

後クラブ内で問題が起こり得る
‐
可能性がある

のではないかと思います。

A)松本討論リーダー 最近の規定審議会

で改正される点は、会員増強に関わるものが

多いようです。熊澤ガバナーも中川次期ガバ

ナーも増強に力を入れておられます。それら

のことから今まで厳しくやってきたことが、

緩める方向に規定審議会の都度審議されてい

るわけです。標準細則は全世界を見てのもの

ですから、それよりも自分たちのクラブでは

こういうやり方でやっていきたいということ

であれば、私は敢えて申し上げますが標準細

則にこだわる必要はないと思います。その方

が新会員の質も量も確保できるのであれ|よ

今まで通りでも構わないと思います。

Q)加藤1 隆  01、尾)幹 事が受け付

けをして30日以内という日程の拘束が、質と

量の問題で:質で必ず問題が表1面化してくると

思います。30日以内ということであれば受け

付ける前に、水面下で幹事と増強と選考と職

業分類で何回も話し合う必要があると思いま

す。また、そこで時間をかけ過ぎるとご本人

に迷惑をかけるのではないかという心配もあ

りました。今の松本討論リーダーのご意見を

お聞きし、クラブで充分審議し善処していき

たいと思います。

A)松本討論リーダー 会長や幹事が人間

関係をよく把握し、内情に通じていれば判断

できると思います。

Q)氏原 毅士 (大阪御堂筋)先 日次

年度の会報委員会の引き継ぎの合同委員会で

出た意見ですが、週報に企業の広告を載せて

いるクラブのアンケートの集計が、ロータリ

ーの友に出ていたそうです。それに関しての

ご意見をお聞かせ願います。

Q)松本討論リーダー 大輸幹事会で問題

になったことはないです力、

A)生駒サプリーダー ロータリーは規則

に反しないことはやってもいいことになって

います。広告を載せるにしても会員の方 の々

企業の広告であれ|よ 品位を落とさなければ

構わないのではないかと思います。但し、強

制とか割当でなく、あくまで自主的なもので

あるべきと思います。

A)松本討論リーダー 構わないとは思い

ますが、広告を出すのであればニコニコ箱に

奮発して、一言企業のメッセージを入れても
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らう方がいいかもしれませんね。

Q)中山 重積 (大阪うつlの  私は幹

事を受けるに当たって、役員の構成と紹介の

プログラム等色 や々っています。この地区協

議会に出席しまして、この会が非常に有意義

なのでもう少し早めに開催して頂いて、準備

の段階で参考になるようにしてもらうことは

できませんか。

A)松本討論リーダー 国際協議会からず

っと遅れてきていますので、遅れていること

は認めます。諮問委員会等で検討します。

Q)真下 豊一 (大阪東淀)先 日、次

年度の理事会を開きまして委員会の活動計画

を出して頂きましたが、会員選考委員会が有

名無実だからなくしたらどうかという意見が

ありました。地区のお考えはどうでしょうか。

A)松本討論リーダー 組織機構の簡略化

で、委員会はやめてもその機能は必要ですの

で、増強のどこかに移管する必要があります。

Q)真下 豊一 (大阪東淀) 委員会と

して、なくてもいいわけですか。

A)松本討論リーダー 構いません。もう

段々と簡略化されている例が多いです。

松本討論リーダー 資料の中に私の「四つ

のテストと日米摩擦」というのがあると思い

ますが参考にして下さい。と言いますのは青

森の第2830地区の杉浦ガバナーノミニーから

葉書を頂きまして、「四つのテストと日米摩

擦」を拝読し、早速地区協議会で活用させて

頂きますとありましたので、当地区でも情報

の 1つとして付け足しました。皆さんも感じ

ておられると思いますが、英語からの日本語

訳が非常に硬直な、本当の日本語になってい

ない場合があります。「四つのテスト」も正

にその通りで、きれいごととして受け止めら

れてしまいます。「真実かどうか」は「ほん

まですやろな」とか「嘘や偽りはありません

ね」とご理解:下さい。「みんなに公平か」は

フェアかどうかということですが、難しい解

釈です。そして「みんなに」とありますが、

これは関係者のことです。経営者、従業員、

取引先、顧客など、関係者みんなにフェアな

関係ですかということです。そして「公平」

より「公正」の方がいいと思います。問題は

4つ目の「みんなのためになるかどう力』 で、

これは少しぼけています。精神的、道徳的な

響きが強いが英文はズバリ「関係者みんなに

禾喘勁 あヾるか」となっています。会社力汗:l益

を上げることが従業員の禾:咤整になり、ひいて

はみんなの利益につながります。ここでも、

「みんな」というのは関係者です。従いまし

て英文を見ないとそういう過ちをしてしまい

ます。これを学校なんかに持って行って貼っ

てあったりしますが、ロータリーの思い込み

を押しつけているような気がします。他にも

色 書々かせて頂いていますので、持ち帰って

ご二読頂ければ幸いであります。

ちょっと、俗な言葉で申し上げますと「た

力� ロヾータリー」です。最初に随分と申し上

げましたが、た力� ロヾータリーだと思って楽

しくやって下さい。けれども「されどロータ

リー」です。そこに立つのが幹事ですね。不

愉快なことも一年間にはあろうかと思います

が、ご奮闘を切にお祈り申し上げます。

どうも拙いリーダーで申し訳ありませんで

したが、ご健闘をお祈り致します。また、何

かありましたら助け船を出しにお伺い致しま

す。ありがとうございました。
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ク ラ ブ 奉 仕 部 門

討論リーダー

サプリーダー

サプリーダー

サプリーダー

サプリーダー

熊澤 忠属 (守  口)

(ガバナー)

山崎 啓‐ (メJが諄D
中井  保 (大阪大淀)

津江 孝夫 (大阪南)

松本 一二夫 (大阪●ざき)

<午 前 の 部 >

熊澤討論リーダー 次年度のRI会長の方

針とガバナーの方針は、「ロータリーの情報

の推進」と「グラスゴーヘの挑戦」です。従

ってこの2つの重要課題がどこにあるかと百

いますと、このクラブ奉仕部門にあります。

そこで我 が々大きな仕事:を遂行しなければな

らないという̀使命があるわけですが、皆様充

分に計画をされていると思いますので、本日

はここで色々とご意見をお聞かせ頂きたいと

思います。

◆規 定 ‐ ロ ー タ リ ー

↑青幸浸ιこ=つ い マr◆

津江サプリーダー 本年度は「情報の推進」

を重点目標に掲げておられます。その情報に

ついての情報源はどこにあるかということか

らお話しますと、手続要覧という書物があり

まして、これはクラブの運1営活動、RIにつ

いて詳しくその内容が解説されていますが、

やや難解な点もあります。そこで土井現委員

長が委員の皆様とのご協力で、ロータリー情

報集「ご存知
・
です

。
か?」 という解説本を作っ

て頂きました。この本は実費でお分けします

のでクラブ奉仕委員長は勿論、情報委員会の

皆さんの手に渡りますようご配慮をお願いし

ます。これには「先達への歩みの表敬」に関

して、ロータリーの歴史や原点について記録

されています。また、ガバナー月信やロータ

リーの友も大変大事な情報源ですので、是非

お目通しをお願いします。

次に、昨年改正になりました推奨クラブ細

則第11条「新しい会員選挙の方法」につきま

して、新しい条文では、職業分類委員会と会

員選考委員会に諮問することが省略されてい

ます。しかし職業分類委員会と会員選考委員

会は実在していますので、当然疑間は起こり

ます。そこで結論から言いますと、理事会が

全ての責任を負って、その方が適当であるか

どうかを判断するということです。従って条

文には省かれていますが、理事会が現存する

職業分類委員会や会員選考委員会に働きかけ

て調査をして頂き、その結果を理事会が決定

するとご理解頂きたいと思います。また、新

会員を入れるに当たって安易に職業分類を新

設されますと、本来の職業を代表してロータ

リーを構成するという特色に関わる問題です

ので、ご注意をお願いします。会員選考につ

いても精神の質を求めているわけですので、
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会員選考委員会と充分にご相談の上、理事会

は最終決定をして頂きたいと思います。

また、既にご承知のようにメークアッ瑚

間が前後1週間から2週間に延びました。こ

のことが必ずしも出席率の向上にプラスにな

っていません。そこでメークアップの特典を

充分に理解して頂いて、クラブの運営活動に

プラスになっていくように、この条項を大い

に利用して頂きたいと思います。

今後の予定:と しましては、

○各クラプの規定情報委員長会議の開催

〇新入会員研修会の開催

情報はロータリークラブの羅針盤ですので、

これにより方向が決まってきますので、皆様

方のお力添えを得ながら、それぞれのクラブ

において積極的にお進め頂くようにお願いし

ます。

◆広 報 ‐雑 誌 |こ つ い て ◆

中井サプリーダー 次年度の広報・雑誌委

員会の活動方針をガバナーノミニーに提出し

ました。

①各クラブの広報・雑誌委員長会議

7月 20日 (L)大阪プラザホテルで開催し、

活動指針を討論する。朝日新聞社より講師

を招き「報道人から見た広報と社会奉仕」

というテーマで講演。次にロータリーの友

委員長より話を伺う。

②12月 中旬に在阪の新聞、放送記者を招き、

交流会を開催の予定。

③インターネットの利用について研究する。

④ 7月 20日 (IDにアンケート用紙 (主にロ

ータリーの友について)の配布、 1月末ま

でに集計結果を発表する。そして雑誌につ

いての資料を作成し配布する。

私の任務は広報・雑誌委員長方のお手伝い

という役目に徹していきたいと考えています

ので、何かありましたらいつでもご相談:頂け

れば結構です。非常に楽な委員会というより、

何かしなければいけない委員会というふうに

変えていって、楽しいクラブ活動に展開して

いくことが必要だと考えています。

そこで色々な報道機関に取り上げられるよ

うなイベントを組んで、ロータリーを社会的

に理解してもらい、社会奉仕に貢献できるよ

うな意義ある展開をしたいと思っています。

熊澤討論リーダー 規定・ロータリー情報

委員会、広報 0雑誌委員会は今までの経験で

は窓際族であり、楽だと喜んでおられた方も

あると思います。今年からはそうはいきませ

ん。1地区委員長の方々も非常にハッスルして

おられますので、1年後にはどのような成果

が表れるか期待しています。

昨年度改正になった規定についてご説明が

ありましたが、会員を増強させやすいように

全て方向付けて、しかも若い人を入れやすい

ようになっています。それが細則11条の変更

です。これについて各クラブで何か困ったこ

とや:疑間がありましたらお受けします。

【質 疑 応 答 】

Q)神崎  茂 (大阪西)新 入会員の

異議申し立て期間の取り扱いは全く今までと

変わりませんか。

A)津江サプリーダー 10日 から7日 に短

縮されました。

Q)熊澤討論リーダー 守口RCも会員増

強を非常に頑張ってくれています。そこで既

に充興の職業分類の:方が推薦されてきまして、

1業種 1人だということで駄目でした。それ

をどのように説明するか当然起こる問題です。
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1業種 1人を守っていけば増強は難しくなり

ます。その件の展開はどうお考えでしょう力、

A)津江サプリーダー 同業の方
｀
にお入り

頂く場合は、 1人はアディショナル正会員と

してお入り頂けます。また、職業の内容を検

討し、金融機関であれば商業銀行、興業銀行

や為替銀行と種類を分けて入って頂くように

なっています。医者でも担当の科によって区

別していますが、原則は会員の10%以内とな

っています。

Q)熊澤討論リーダー 内容の検討につい

ては智恵を絞っておられるのでしょうね。

A)津江サプリーダー また、製造や販売

と分けられると思いますが、できるだけ同業

者を避けて頂くのがロータリー本来の姿だと

思います。

熊澤討論リーダー 原則は会員の10%以内

ですね。当クラブは医者が随分と多いのです。

金沢のガバナーは温泉業者が多いと嘆いてお

られました。地域によって偏りますね。大学

が多いところとか病院が多いところ、お寺が

多いところと、10%を越えることもあるでし

ょうね。

また、メークアップ期間が 2週間に延長さ

れましたが、緩められたためにかえって弛ん

でしまうというマイナスの意見もあります。

これは若い働き盛りの方にとっては非常に有

難い改正だと思いますので、大いにこの特典

を利用して頂けるようご指導下さい。ただ、

メークアップに行きまして、卓話になります

とぞろぞろと皆さん帰られますね。この点も

ご指導をお願いします。これに関して何かあ

りませんか。

Q)中辻 忠男  (大阪住之江)延 長に

よるマイナス要素とは具体的には何です力、

A)津江サプリーダー 具体的にはつかん

でいませんが、期間が長いとうっかり忘れる

ことがある。現実に施行されて3カ月日に調

べた時は、出席率が落ちていました。おそら

く定着していないからかもしれません。

熊澤討論リーダー 数字のデータは出てい

ません。是非何かの形で調査して頂きたいと

思います。メークアップに来られるのが多い

クラブというのも偏るようですね。

次に広報・雑誌についてですが、私のお願

いは報道関係にロータリーを理解して頂きた

いことです。積極的にアプローチすることが

大切だと思います。

中井サプリーダー 広報と雑誌は表裏■体

ですから、ロータリーの友を利用しながらや

つていきたいと思います。目先の変わったこ

とや絵になることをすれば、マスコミも対応

してくれるかと思いますので今後も研究しな

がら努力します。

Q)三木 敏男 (大阪住吉) ロータリ

ーのカレンダーがなくなりましたが、それは

どうしてでしょうか。

A)中井サプリーダー ロータリーの会員

名簿が 1年間に 1,000万円の赤字です。あま

り全国でカレンダーの要望がないので、印刷

する方が高くっくのではないでしょう力、 7

月20日の委員長会議で、その問題をご提案さ

れてはどうでしょうか。

津江サプリーダー 情報委員長さんにお願

いしたいことですが、新入会員のインフォメ

ーション、勧誘の前のロータリーの情報をで

きるだけ詳細にお進め頂きたいと思います。

このことがロータリーを未来につなぐ基にな

ると思いますので、よろしくお願いします。

Q)熊澤討論リーダー カレンダーについ

てはポイントをついたご質問だと思います。

事務所にでも掛けておけば認識することにな
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ります。ロータリーの友の方で作れなければ

地区で作るということはできませんか。

A)松本サプリーダー 地区でロータリー

の活動のPR面から一時作ったことがありま

すが、印刷代が非常に力� りヽます。ガバナー

月信も会長と幹事だけに送るようにした次第

です。予算も全然ありませんが、諮問委員会

に取り上げさせて頂きます。地区で何か催し

がある場合、一般の方々にもPRするための

企画があれ|よ 地区も検討すると思います。

太田  寛  (大阪大淀)私は朝日放送の

報道にいました。マスコミをどうして乗せる

かということで、なかなかニュースに取り上

げてくれないのが悩みです。報道者は人の不

幸等は扱いますが、美談や立派なお話を頭か

ら馬鹿にするという不思議な傾向があります。

従いましてロータリーのすることは確かに立

派なことですが、ニュースにならないと思い

込んでいるのをどうして是正する力、 要は彼

らが乗ってきそうな餌をくっつけるというこ

とです。月並みで美談というのは駄目なよう

です。また、 7月 20日の雑誌・委員長会議に

報道人を招かれるようですので、本音をお聞

きになれば如何でしょう力、

青木 民男  (大阪ちゃやまち)私 は毎

日放送の制作の方でしたので、報道のことは

よく分かりませんが、報道する者は視聴率を

考えながら価値判断するようです。ですから

むしろ彼らにロータリーの精神をPRする方

が大切ではないかと思います。

松本サプリーダー 私はある新聞の社長を

やっていました。地方新聞はロータリーのこ

とをPR的に言己事として取り_上げています。

しかしなぜ:毎日や朝日や喘器
=は

取り_上げない

かと言いますと、最近の新聞は共同通信とか

通信部門の記事の取り上げ方をよくします。

今までは局長や新聞記者個人として記事を取

り上げていましたが、レポート的になってい

るのが現在の新聞の記事の取り上げ方です。

そういう面で大きく取り上げる時は共同通信

や時事通信と力、通信会社から回ってきた原

稿をほとんど載せます。また、タイアップ的

な広告の記事の取り方もあります。

そして、何のためにロータリーのことを新

聞に載せてほしいかということなのです。ひ

いては会員増強につながるのかもしれません

が、地方紙の方が掲載されることによって、

「ロータリーがこんな活動しているのだった

ら入会しよう」ということがあると思います。

また、進歩的な新しいテーマの企画を考え

たら、新聞社の方も記事として取り上げてく

れるかと思います。

Q)辻  吉和  01梶東)地 区の行事

に委員長が出るのは結構負担ですので、せめ

て地区行事に出たらメークアップの期間を半

年ぐらいは有効だとして頂ければ有難いと。

無理なお,願いと分かりつつ申し上げました。

A)熊澤討論リーダー 規定審議会にかけ

なければ無理でしょうね。

小山 義之 (大阪鶴見)当 クラブでは

地区大会で広報の功績賞を受けました。それ

は日本語学校の留学生を対象に日本語の作文

コンクールを開き、優秀生に奨学金を差し上

げています。これが会員の知人の紹介で朝日

新聞に掲載されました。

熊澤討論リーダー 松井さんが何のために

ロータリーをPRするか、原点を問い掛けて

頂きました。こんなことがあるということを

知ってもらいたいのです。例えばポリオ・プ

ラス、米山奨学金さえもロータリーがしてい

ることをご存じない方がおられるわけです。

ですから広報に力を入れているのです。
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山崎サプリーダー ご存じのように当地区

は本年度は飛躍的な増強を達成しています。

・期  初  -5,3譴名

・ 5月 17日現在 -5,701名

・純  増  - 367名 (6.88%の純増)

・17ク ラブ  ー 10%以上の純増率

これはRIブラウン会長の提唱によるカル

ガリーキャンペーンという世界的な追い風も

あり、熊澤ガバナーの増強に対する熱意と、

各クラブの会長や増強委員会、会員の皆様の

増強に対する深いご理解の賜物と喜んでいま

す。今後もよろしくお願いします。

中川次年度ガバナーが地区活動方針を申さ

れましたが、その2本住の1つが会員増強で

すので、本年度の気運を次年度も持続して頂

くようにお願いします。地区の増強目標は、

「純増 6%、 但し拡大含まず」と設定させて

頂きました。そして特にお願いしたいことは、

①各クラブで増強目標を設定する。

②会員増強及び拡大月間を盛り上げるための

増強月間卓話の実施 (8月 )

③増強推進のための特別フォーラムの開催

・フォーラムでは一方的な報告はしない

・企画と進行を事前に準備する

0職業分類の充償、未充唄を発表する

・アディショナル正会員の規定について言及

・次年度の増強目;標数を発表する

・具体的な方策を問い掛ける

以上を遂行して頂くことにより、一段の拍

車がかかると思います。

④職業分類の充興、未充唄の早期整備と活用。

増強の出発点で、会員に若さを求めること

はクラブの今後の成長にとって重要な課題で

すのでよろしくお願いします。

⑤5名で 1名の新会員獲得計画の実施。

今年度の熊澤ガバナーも強調されました。

新会員獲得のためのプログラムやアイデァを

相互に持ち寄り、グループのチームワークで

推進して頂きたいと思います。

⑥地区の会員増強セミナーに出席する。

・日時 8月 3日 (土)午後1時登録開始

・場所 厚生年金会館

・各クラブの会長が出席する

・増強セミナーのためのアンケートを締切期

限までに提出 (本日配布)

◆来見睦 つ い て ◆

松本サプリーダー 地区の親睦委員会がで

きましたのは本年度の熊澤ガバナーの提案に

よるものです。お蔭様で今年の多様な企画は

全て順調に終わりましたが、そのこ:幣とし

まして、

○会員が亡くなられた場合はガバナー名で電

報を打たせて頂く

○地区親睦ゴルフ大会の主催

○野球大会の開催 (10ク ラブが参加)

○全国ゴルフ大会のお手伝い

今後も親睦委員長や、会員の皆様はただ遊

びだけではなく色々な交流を図って、我々ロ

ータリアンとして親日塵とは何かを考えて頂き

たいと思います。やはり増強にも利睦は関係

してきます。

また、女性会員についてですが、

○女性会員のおられるクラブー 18ク ラブ

○女性会員数 -119名
私の所属します大阪そねざきRCは女性会

員が56名、男性会員が12名です。皆7跡のク

ラブでも女性会員入会についての考え方が色

々あると思いますが、増強するのなら女性会

員です。入って頂いてから、古い方 が々築い
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てこられたロータリーを理解させるのが我々

の務めです。当クラブの女性会員もロータリ

ーに入って勉強させて頂いたという感謝の声

も聞けるようになりました。時間を正確に守

ることの必要性、食事を時間内にすること等

です。皆様のクラブでも女性会員については

これからテーマとして大きく取り上げられる

ことと思います。何かお手伝いすることがあ

ればお申し出下さい。

【婆当:』青置 J7芯 :窄事】

熊澤討論リーダー 今からご意見を頂きた

いと思います。増強につきましては、私の時

にどうしても成し遂げなければならないテー

マとしてお願いし、皆様に見事に応えて頂き

ました。私が嬉しかったのは3月 22日に集計

し、それで増強はもうないと思っていたのが、

その後も増え続けたということです。それに

は質と量や色々な問題がありましたが、それ

を乗り越えて増強して頂きました。増強はク

ラブにとって若返り、活力ときっとプラスに

なると思います。次年度も中川ガバナーノミ

ユーは増強を言われています。これ以上は無

理だと思われるかもしれませんが、決してそ

んなことはありません。日本は10万人に60人

平均のクラブが 1ク ラブ、スウェーデンはそ

のЮ倍、アラスカでは5千人に 1ク ラブだそ

うです。そこで我々は今までの概念、「ロー

タリーはボランティアを支援するエリート集

団」から、「ボランティアを実行する社会集

団」に動いていることを頭において、これか

ら際限なくロータリアンは増えるという希望

を持って下さい。来年も是非頑張って頂きた

いと思います。

Q)中辻 忠男  (大阪住之江) 当クラ

ブでは今年度拡大と増強という相反する活動

がありました。会員の中には拡大より増強が

先決ではないかという意見もあり議論しまし

た。拡大と増強は選択できないのでしょうか。

A)熊澤討論リーダー 大変重要な問題を

ご指摘頂きました。どこのクラブでも悩まれ

ます。守口RCでも拡大はできないかわりに

と猛烈に増強に力を入れ、この2年間で 100

名近くなりました。そこで増強の気運がその

まま拡大に今流れようとしています。また、

拡大にも問題があり、今は81ク ラブです力り0

クラブを越えると地区が分割されることも考

えられます。拡大するか増強するか、それは

クラブの意欲として起こるものですから、よ

くご相談下さい。

Q)中辻 忠男  (大阪住之江) 当クラ

ブは50名足らずの会員数でしたので、増強が

先決だったかと思います。

A)熊澤討論リーダー  会員数が減って

増強したいのに率が上がらない。ところ力ヽ

拡大しますとたちまち30～40名が集まったと

いうクラブがあります。そうなるとお互いに

いい刺激になりますね。いい意味でのライバ

ル意識が地域の中で起こればいいと思います。

ですから、どちらかということはないと思、い

ます。両方頑張って頂ければ幸いです。

【雇彗:_蜃己 Eダ

=」
多亀】

熊澤討論リーダー 次に親睦についてです

が、ロータリーカ離 するためには楽しいク

ラブでなければならない。今年度から新たに

作りました地区の親睦委員会が高く評価され

ました。また、女性会員については、今年度

の伸び率は45%で日本一だと思います。今後

の会員増強のターゲットになることは間違い

ありません。このきっかけを作って頂いたの

が大阪そねざきRCの松本サブリーダーです。
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非難を押し退けてやられました。ではここで

女性会員のご意見をお願いできますか。

西田 富美  (大東中央)私 はまだひよ

こですが、入会して感じましたのは、大変皆

さんが真面目にされていることです。そこで

私の知人の女医に勧めましたが、ご本人とご

両親は乗り気でご主人だけが反対されている

そうです。そこを何とか理解して頂かなけれ

ばと感じています。今後も皆さんと一緒に勉

強していきたいと思っています。本当に素晴

らしい会に入れて頂いたと喜んでいます。

松本サプリーダー 私は女性会員が入会さ

れる時に必ず申し上げるのは、「女性の思っ

ておられる男性社会とは違う。建前と本音だ

けは線を引いてほしい」ということです。男

性社会のロータリーというものを理解して頂

きたいわけです。そして女性会員について思

うことは、活動に対して積極的なことです。

女性でもここまでできますというPR的な感

覚を持っておられます。

それから、会員の奥様方とは家族会でお目

に掛かり、ご自宅にお邪魔して接待を受ける

こともあります。その会員が亡くなられて奥

様が会社の跡を継がれ、ご主人の遺志を継い

でロータリーヘの入会を希望された場合、快

く受け入れたいと思うわけです。また、当ク

ラブにはご主人もロータリアンという方が10

数名おられますが、共通の話題として家庭内

の会話も増えたと喜んでおられるご主人もあ

るようです。

増強が難しくなった今日、女性会員を入れ

ることにより、色々と活動的な面でクラブに

とって大きく進歩するのではないかと思いま

す。この点は皆様方もご検討をお願いします。

新宅久美子  (大阪そねざき) 当クラブ

は女性が大半を占めていますが、その職業は

ご主人が亡くなられてそのオーナーを継がれ

た方、ご両親が初代オーナーでありそれを継

がれた方々もおられます。そこが男性会員の

クラブとは違うところかと思います。

女性が優れていると感じますのは真っ直ぐ

で純粋で、日先のことしか見えませんけれど

も、取り組みますとストレートに突進します。

そういう点で行動力がかなりあると思います

し、事業をする時は奉仕の精神で取り組むと

いう素晴らしい利点があります。因みに当ク

ラブのニコニコ箱は年間 3∞万円以上になり、

1人平均 6万円ぐらいご協力頂いています。

ロータリー財団もポール・ハリス 0フ ェロー

が 8名出ましたし、日標額も達成しました。

阪神大震災の時も女性会員が個人的にご飯の

炊き出しとか、美容師という職業を活かされ

てカットや洗髪もされていました。そういう

意味で、ボランティアの域を越えた社会奉仕

ということで、女性の特質として向いている

のではないかと思います。

ただ残念なことに、男性社会の組織の中で

運営する経験の少ない方もおられますので、

ロータリーに入れて頂いて勉強をさせて頂い

ていますので、女性企業家を育成する場でも

あると思っています。たくさんの女性会員を

入れて頂くことは、日本の将来において素晴

らしいことではないかと自負しています。

松本サプリーダー 私が女性会員に申しま

すのは、奉仕活動とボランティアは違うとい

うことです。確かに今の報告にもありました

が、阪神大震災の折りに女性会員が20数名集

まって、なぜクラブで 1つの事業をして頂け

ないのかという訴えがありました。ボランテ

ィアと奉仕活動はまた違うものであり、クラ

ブ全体で動く場合は地区に申し出る必要があ

ると判断しましが、女性はまず動きたいとい

-33-



う思いがあったようで、活動に関しては女性

は確かに必要です。また、ロータリーはあく

まで男性社会ですのでこれを理解してほしい。

そして我 推々薦した者として教育する義務が

あると感じています。

また、18ク ラブ中で 1人か 2人の女性会員

のクラブがありますが、これはなかなか教育

されるのが難しいと思います。やはり同じ女

性同士で活動して頂くには最低5人は入れて

頂く方がいいかと思います。女性はどうして

もメークアップに行くのも連れがあるのがい

いようです。それに男性では考えられないよ

うなことを考えるのも女性です。そして当ク

ラブに何か トラブルが起こって、皆さん方に

「ほら、見てみ。松本」と言われないように

私は未だに気を抜いてはいません。

それから、当クラブの女性会員の平均年齢

は51.2才で、47～48才が一番多いのですが、

先日もあるクラブの女性会員から移籍したい

というご相談を受けました。割と安易に変わ

れるという感覚を持っておられるようで、こ

れも最初のインフォメーションや、その後の

指導が必要かと実感しています。

また、女性会員の出席の扱いについてです

が、今後考えられることは女性会員が出産を

された場合、或いはご主人が病気で介護が必

要になった場合、この出席規定についてどう

するかを、諮問委員会で取り上げて頂きたい

と思います。これから女性会員が増えること

によって、これらのことを考える時代が来る

と思、います。

女性会員について話題になっているクラブ

はありませんか。また、皆さん方はクラブ奉

仕委員長として、女性会員について検討しよ

うという:方がおられましたらご遠慮なくお願

いしまづ
~。

熊澤討論リーダー 皆さん方の中でロータ

リーに入って年が浅いと思われる方はどなた

でしょう。咲洲RCさんはできてまだ日が浅

いですが、ご意見をお聞かせ頂けますか。

水谷 幸孝  (大阪咲洲)1私はもう20年

ぐらい前からロータリーを勧められていまし

たが仕事の都合で入会できなくて、やっと時

間ができましたので入会しました。これから

勉強してやっていこうと、昨日のチャーター

ナイトで決心したような次第です。

熊澤討論リーダー 私は公式訪間の際に、

新入会員にご意見を伺うことにしています。

そして、クラブの中には必ず1人か2人、そ

の後ろ姿を見るだけで背筋がしゃんとするよ

うな、徳のある方がおられますよと。そうい

う人に自分もなりたいという気持ちになって

きますよと言っています。ロータリーで一番

困るのは、ロータリーの年限を積んだ古い方

がロータリーの精神をよく理解しているか、

或いは新しい人がよく理解しているかという

と、ある意味でロータリー歴の長い人の方が

マンネリ化という力、 ロータリーの規約に凝

り固まっている:方がおられるということです。

そういう方に限ってボスになりたいのですね。

リーダーとボスは違います。リーダーはしか

るべき精神をよく理解した人です。ボスは派

閥を持ち、ロータリーの方向付けまでしよう

とする人で、これがロータリーにおける一番

の弊害であることが分かってきました。

一年間皆様のクラブを見せて頂いて、そし

て色々と勉強もしました。我々は政治につい

ては口を出さないというのが原則です。宗教

と経済と政治を考えないで一つの平和を求め

るのが、我 の々生き方です。今後ともどうか

よろしくお願い申し上げます。時間ですので

これで終わらせて頂きます。
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コ哉 1妻震三 電彗≡ イ士 =書5Fヨ

討論リーダー 中野 董夫 (大阪阪南)

(直前ガバナー)

久我 三郎 C相反南)

日
=4ヽ

ラセ」くコ自F (メく麗更現武F胃|)

サプリーダー

サプリーダー

<午 前 の 部 >
中野討論リーダー ロータリーの所以は、

「職業奉仕」があることです。そしてロータ

リーの綱領の第 2番目に職業奉仕のことがう

たってあります。

『ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎と

して奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特

に次の各項を鼓吹育成することにある :』

これを英文に直しますと

「Th Obj∝ t of Rotary is b en∞ Ⅲ

age and foster tlle ideal of service as a

LSiS Of WOrthy enterpri∞ aF� in“■iC

ular,b en∞肛電e a� おster:』 とな

っています。

また職業奉仕はV∝atioml Servi∝ とな

っていまして、V∝ationは神様から授けら

れたという意味で、 “天職"と捉え、自分の

職業は天から与えられたもので、それを通し

て奉仕をしようということです。

2.事業および専門職務の道徳的水準を高め

ること ;

『Hiよ ethical standards in business

a� .profes⊇墜;』 になっています。

我 が々持っていてためになるのは、

「手続要覧」「ロータリアン必携」「むつか

しくないヴォケーショナル・サービス」があ

ります。そして「手続要覧」のP.71に第 5章

職業奉仕 (V∝ational SeⅣ i∝)が載って

います。日本で百う奉仕は滅私奉公的なニュ

アンスがありますが、ここで言う奉仕はSer

vi∝=サービスを指しています。

Fv∝atiOn(職業)という言葉は社会人の

「定職、稼課ミ事業、専門職務、あるいは業

務」を指すものである。ロータリーは、職業

奉仕という言葉を使用するに当たって、Ser

vice(奉仕)という文字をその一番広い意味

で使っており、単に事業あるいは専門職務に

おける取引行為や販売された商品を指すのみ

でなく、相手のニーズと境遇に対して正当な

考慮を払い、他人に対していつも思いやりの

心をもつことも指しているのである。』と記

されています。

次に「四つのテスト」ですが、1932年にハ

ーバート・テイラーが倒産寸前の会社を救済

するように要請され、立て直しが成功した時

の会社の経営指針として草案した言葉がこの

四つの設間です。

「職業宣言」については、19"年に出され

ました。

これら有用な資料をお手元に配布させて頂

きましたので、是非ご二読頂きますようお願

いします。
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久我サプリーダー

1.1996～ '97年度基本方針

職業奉仕とは会員一人ひとりが企業や専門

職務の職業活動において、常に職業倫理の向

上を目指し行動することであります。そして

ロータリーの奉仕の中でも最も基本的な奉仕

といわれ、ロータリー即ち職業奉仕活動と理

解されています。特に昨今では世界的競争が

激しくなり、会員各自が職業奉仕の理想を求

めて活動しなければなりません。従って各ク

ラブも又会員一人ひとりに対してこの基本理

念を鼓吹育成し、住みよい社会の為に大きく

貢献する任務を担っています。

当委員会は、RI― 地区 ― クラブ間の

情報伝達の機関としてその一助たらんと努力

します。

2.1996～ '97年度活動計画

①RIの目指す職業奉仕の研究

②職業奉仕の事例の紹介と研究

③職業奉仕月間奉仕の推進

④専門的閲 lll陳又は新世代職業相談プログ

ラム ー インターアクト、ローターアクト

との対話

⑤交通安全推進プログラム

《クラブ職業奉仕活動に関するアンケートの

集計》 (平成 8年 4月 3日 )がありました。

期間 :平成 7年11月～平成 8年 1月 まで

A.職業奉仕月間に因んで、特別の催しをし

た

はい -74RC いいえ -6RC
B。 1.例会に講師を招き、職業奉仕に関する

卓話を持った

はい -38RC いいえ -36RC
21職場、工場等事業所::見学をした

はい -38RC いいえ -36RC

3_優秀な1職業人を表1彰 した。

はい -14RC いいえ -60RC
※クラブ単位ではネームバリューがないので

地区で表彰してほしい。

4.職業フォーラムを開催した

はい -49RC いいえ -25RC
5。 ロータリー・ボランティア活動をした

はい -17RC いいえ -57RC

《RIにおける職業奉仕の事例の紹介》

職業奉仕委員会

職業相談

職業活動表彰

職業情報

職業指導

.ロータリー・ボランティア

各々のクラブでそれぞれの担当委員長を設

置してほしいと、RIでは求めています。し

かし、日本の場合は諸外国と違い、法律で規

制している事柄もありますので、一概に上記

の5つの部門を設置することができません。

日本の現実は、今就職氷河期と言われ、若者

の就職が困難な上、高齢者の雇用問題や、企

業内失業者の問題、さらには、外国人労働者

の問題点も山積されており、雇用問題は深刻

です。そこでロータリーとしても議論して何

力月提言をし、アクションも必暖:になってきた

のではないかと思います。

当委員会は大変大切な委員会ですので、各

クラブヘ戻られましたら「自分がこのクラブ

を引っ張っている」というような気持ちで、

クラブの職業奉仕を引っ張って行って頂きた

いと思います。そして皆さん方にはこの委員

会を2年間担当して頂いて、社会の変化に従

ってちょっと角度を変えて見て、今後の社会

に役立つような研究をし、できればアクショ

A.

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

-36-



ンをとらなければならないと思、っています。

◆ボ ラ ン テ ィ ア 委 員 会

そこつ い て ◆

岡本サプリーダー

1.1996～ '97年度活動方針

当年度RIテーマは「築け未来を 行動力

と先見の眼で」であります力ヽ この事はとり

もなおさず私共委員会に与えられたテーマで

あると受け止めております。ロータリーにボ

ランティア委員会が設置されてから数年を経

過しましたが、私共26∞地区に関する限り、

ある程度のロータリー・ボランティアの登録

者数を得ましたものの、未だにその面に関し

ての奉仕プロジェクトの実現を見ておりませ

ん。しかし昨年 1月 17日以降わが国では「ボ

ランティア元年」と称せられますほどに、そ

の認識が深く、かつ高まってきております。

当委員会は今後において下記の活動計画を推

進し、時代の要請に即応して行きたいと思っ

ております。

2.1996～ '97年度活動計画

①ロ―タリー・ボランティア登録の推進増強

在来のロータリアン、ローターアクト、財

団学友等のほ力、 ロータリアンが支配力、影

響力、もしくは指導力を持つ組織 (会社、団

体など)レベルでの奉仕についても当該ロー

タリアンにとってボランティアと認め、登録

して頂きたい。

②ロ―タリー・ボランティア、プロジェクト

実施

前記登録者の拡大とあいまって各クラブは

少なくとも8組、IM(IGF)ご とに年度

内において少なくとも1回以上のロータリー・

ボランティアプロジェクトを実施し額 きた

い。この事に関してはそれがクラブ全体での

奉仕活動として実施されるようボランティア

委員会はクラブ内部の連携のために中心的な

役割を果たして頂きたい。

フィランスロピーについては、公益活動と

か慈善行為という意味で、例えば企業の場合

では社会貢献を意味します。

昨年ヽ 1月 17日以降、各企業から物資や資

金、人材を援助、拠出されました。そこでロ

ータリアンは各企業のトップですので、例え

ばボランティアとして自分自身はできなくて

も、社員を派遣できる、トラックを出せると

いったようなできる範囲の事柄を地区に登録

して頂きたい。

また、ロータリー・ボランティアの再登録

もおl頭いします。昨年度より他にもっとでき

る事が増えているかもしれませんし、逆に被

災してボランティアができなくなっている会

員もおられるかもしれません。

尚、ロータリー・ボランティアの登録は、

各クラブ最低 1名の登録をお願いします。

③すでに前期までの「阪神地区大震災対策委

員会」での決定事項である地区、クラブレベ

ルでの仮称「災害時等緊急対応マニュアル検

討委員会」への積極的な参加をしたい。

本日のような座席にしましたのは、午後か

らIM別 (1組～ 8組)にテーマを設定して

バズセッション形式で討論を行って頂きます。

そのための設営です。

ロータリー・ ボランティア委員会としての

テーマは、お手元の討議資料にありますよう

に、

1.ク ラブ全体の中でのロータリー・ ボラン

ティア委員会の役割と位置づけについて

2.ロータリー・ ボランティア登録の拡大に

ついて
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となっています。今後も当委員会にご理解、

ご支援をよろしくお願いします。

<書 イ麦 CЭ音
「

>

[バズ セ ッ シ ョ ン コ

※各テーブルにおいてバズセッション

各 ・リ ー ダ
も
一 1発1表

〔1組〕 中堂 1武賢  (池田くれは)

テーマ :高齢者の雇用についてロータリーは

何ができるか。

○高齢求職者より、色々な意見を聞き問題点

を解決する。

○ロータリークラブ内で高齢求職者の相談窓

口を設けてはどうか。

○ロータリアンの事業所が受入準備を整える。

〇年齢に合った職種、ポジションを探し、高

齢者の経験能力を活用できればよいが、問

題点は給料、体力等について多く、受入側

の条件に合うのが少ないのではないか。

○クラブ例会に高齢求職者を招き、卓話をし

て頂き、会員で職業相談を受け入れ、シル

バー人材センター、職業安定所、人材派遣

会社等とネットワークづくりをし、求職者

へのサービスができないか。

〔8組〕 西田 敦宣  (大阪住之江)

テーマ :ロータリーボランティアとフィラン

スロピーについて

ひ瀬愛・地域との調和)

○ボランティアとフィランスロピーは自動車

の両輪となるものである。

○フィランスロピーの′己ヽなくしてボランティ

アはならず。

○ボランティアは専門職の方が参加、協力し

やすい。ローターアクトクラブと協力、共

同して行うのがやりやすい。

○ボランティアはマンパワーの協力が大切で

ある。

○ボランティアは不慮の事態が起こった時、

即時にあらゆる分野で活動できる組織を作

って維持しておくことである。

○手話を勉強して喜んでもらっている。

〔2組〕 村田  昭 (茨木西)

テーマ :青少年の雇用に対しロータリアンと

して何ができる力、

○雇用情報、職業訓練といった職業情報を、

ロータリアン或いは関係先の情報として、

如何に対象1者に提供していく力ψ睡 あ

る。

○各ロータリークラプが相互に情報を交換し

て情報を集め、各学校の進路指導の教師と

情報交換をする機会を作ることを考えて行

くことが必要である。

○せっかく就職してもすぐに辞めてしまう。

楽な道を選ぶ。

○青少年に労働意欲があるかどう力�湘i題|で

ある。

○青少年の仕事に対する意識の改革が必要で

はないか。

○学校教育も含めて、ロータリアンとしてど

う働きかけていくかといったプログラムを

考えることも必要ではない力、

〔7組〕 中田 安彦  (大阪本町)

テーマ :今後とも社会、クラブテリトリー内

外で大規模な自然災害が予想される

が、その場合ロータリーが地域社会

でのボランティアニーズに対応する

ためにどのような活動計画、マニュ

アルを準備しておかねばならないか
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○阪神・淡路大震災の体験を通して考え方を

まとめること。 (井戸水、下水道等水に関

する事がまず必要ではないか)

○医師会でもどうするか色 議々論がある力ヽ

まず存在している計画、プロジェクトを調

べて、ロータリークラブとしてどう入って

行くか考えるべきである。

○ロータリークラブとしては、ボランティア

活動の仕方に限界があり、義援金活動等で

きるものを整理すること。

○地区レベルの危機管理のマニュアルを司令

塔として整備することが必要である。

(個 の々ロータリークラブでは難しい)

○活動範囲が広すぎる。ロータリークラブの

地域に限定することも現実問題としてやむ

を得ない。

○ボランティア委員会と職業奉仕委員会との

活動の位置づけ、役割が不明確で分かりに

くいところがある。それが実際の活動に結

びつかない結果となっている。

〔3組〕 丸野  努  (交野)

テーマ :外国人労働者に対してロータリアン

としてどんなサービスができるか。

○我 の々地域・地区内での外国人労働者を雇

用している企業を調査し、登録をして、ま

たその雇用主の理解・協力を得て、それぞ

れ雇用主、就業者柑方の悩み、苦労話等を

聞き相談にのってあげたり、手助けできる

体制づくりを目指すこと。

○その中にあって、生活習慣、仕事上の問題

点等を解決できるよう、知恵を出し合った

り、或いは享受することができる可能な民

間サービスや行政サービスがあれば、案内

してあげたりして、支援できる体制を作る

よう努力すること。

○言葉の弊害を中己ヽに一般の日本の人々との

間にまだまだ距離があるようなので、基本

的な問題として外国人の実際の雇用に対す

る理解を深めるために、外国人雇用を推進

成功されている方々をクラブに招いて、卓

話・講話等をして頂き、その上で地域、地

区にそのノウハウをフィードバックして入

れるように努めること。

以上、既にどんどん匡園 レ湘興勢れる中、

我々の実際の生活領域に多くの外国人の方が

います。本日のテーマは今後もますます我々

の身近な問題として受け入れる必要があり、

積極的に議論し、関さを高め共存共栄の道を

さぐりたいものです。

〔6組〕 大原 健司 (大阪東)

テーマ :ロ ータリー・ボランティアプロジェ

クトの開発について

クラブ内委員会、他クラブとの協力

06組11ク ラブのうち、現在、プロジェクト

のあるクラブはないが、ボランティア委員

会があるのは5ク ラブ、職業奉仕委員会の

中にボランティア担当があるのは2ク ラブ、

社会奉仕委員会の中にあるのは1ク ラブで

ある。手続要覧には、職業奉仕委員会の中

にボランティア委員会を設けるように記載

されているが、ロータリーにおいては、そ

のすべての奉仕活動にボランティア精神が

内在しているのであるから、特にボランテ

ィア委員会を設ける意I味について考えなけ

ればならない。ここに百うボランティアプ

ロジェクトは、この意味の理解の上に立た

なければ、一般の奉仕活動のプロジェクト

と変わらないのではないか。との疑間があ

る。まずこの点を明らかにしなければなら

ないのであって、ここに百うボランティア
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とは、ロータリアンであるないに関わらず、

またロータリーの社会奉仕、国際奉仕であ

るなしに関わらず、そのプロジェクトの実

施のため奉仕の機会があるものを言うので

ある。ロータリー・ボランティアプログラ

ムは、ロータリーがそのようなボランティ

アとプロジェクトとを結び付けるものであ

る。

○プロジェクトの開発

プロジェクトのために必Ч要:なボランティア

としての活動内容は、必ずしもロータリア

ンの職業の範囲に止まるものではないので

あって、このことがプロジェクトを考える

上でとても大切なことである。その活動内

容は主として職業の範囲であろうが、ボラ

ンティアの内容は例えば職業を離れて力仕

事であっても言いわけである。従って、こ

のボランティアは職業奉仕を越えたもので

あり、プロジェクトの開発は、ボランティ

アの登録と相関関係にあり、社会における

ニーズと登録内容とを照らし合わせる必要

がある。

この点で、ボランティア登録こそ大切であ

りそれに拘束されるが、他方プロジェクト

の内容が、ボランティアの登録を誘引する

とも考えられる。それでは、プロジェクト

になるようなニーズにはどんなものがある

のであろうか。

○プロジェクトの具体例

ボランティアを求める具体的なニーズにつ

いては、例えば行政と民間団体との協力に

よる “命の電話"に時間と労力を提供し生

活相談に参画するとか、地震災害に対しみ

んなでペアーの衣類を求めその片方を被災

者に提供し衣類の補充と精神的な支援をす

るというようなプロジェクトヘのボランテ

ィアが、事実ロータリーの中にあり、既に

6組の中でも報告されている。

しかしこれらはいずれもクラブの会員や委

員会活動であっても、あなかじめ登録され

たボランティアがプロジェクトに対しその

養成に基づき派遣されたその力を発揮した

というのではないので、従来の社会奉仕、

国際奉仕におけるボランティア精神という

ものの愛爆日であり、ここにまたボランティ

アを言うのは屋上屋を重ねるものではない

かとの誤解を生みやすい。このプログラム

はまだ若いものであるので、地区委員会の

方でも、具体的なプロジェクトヘどのよう

なボランティアを派遣し、どのようなボラ

ンティアがプロジェクトからの派i置要請を

受けたかなどについて分かりやすく指導願

いたい。

〔観鋤 寺坂 哲之 0ヽ 助

テーマ :ロ ータリー0ボランティア委員会の

役割と位置づけについて

03～ 5名の委員を設置して、地域のボラン

ティアグループ等の表彰をしている。大変

活発に活動にしているクラブと、担当者だ

けを設置しているクラブ、或いは全くボラ

ンティア委員会としては活動していないク

ラブもある。

08ク ラブ共ボランティア委員会には大変関

心があり、重要な委員会であると認識して

いるが、あえてボランティア委員会だけの

活動と捉えず、クラブ全体で奉仕活動に傾

注している。

○ボランティアニーズの発掘が難しい。

○多方面からニーズの要請を頂き、それを今

後は検討する。

-40-



〔5組〕 藤原 莞三  (大阪みなと)

テーマ :ロータリー・ボランティア登録の拡

大について

○ボランティア登録についての内容がロータ

リアンに周知徹底していない。まず充分に

ロータリアンに説明してほしい。

○ボランティア委員長、職業奉仕委員長に研

修の場を設営してほしい。

OPR小冊子を作成してはどうか。

○登録されたロータリアンがどのように活用

されているのか。また今後の活用の仕組み

についても組織化されてはどう力、

岡本サプリーダー i抽象的で理解しにくい

設間に対して、さすがロータリアンの皆様方

でございます。短時間のうちに端的にお話し

合いを頂き、またまとめて頂きましてありが

とうございました。全てのお言葉が身にしみ

まして、ごもっともなご意見ばかりであった

と思います。

ただ、ボランティア委員会だけで、職業奉

仕委員会単独で奉仕活動をして頂きたいと申

し_上げているわけではございませんで、クラ

ブが一丸となって、色々な奉仕部門が協力し

合って、共同で奉仕活動を実践して頂ければ

幸いでございます。今後ともボランティア委

員会にJ理解、ご支援をよろしくお願いしま

す。

廣瀬討論リーダー どうも皆様ご苦労さま

でございました。短時間にも関わらずご報告

を頂くような内容でご言憔詢頁きまして、あり

がとうございました。

まず、職業奉仕の分野で委員長がお考えに

なりました、高齢者の部門とか青少年、外国

人の問題には、色々と難しい問題がございま

すじ、この場で答えが出るわけもございませ

んけれども、考える縁となるようなことを委

員長がお考え下さいまして、これをきっかけ

にしてそういう機会があオu編寸論を続けて頂

ければありがたいと思、います。

それからボランティアに関してでございま

すが、ボランティアについて色々と疑間がお

ありのようでございますけれども、当然の点

もありますが、手続要覧は昨年の 1月 にござ

いました規定審議会で、色々と議論をして、

変えれるところは定款が主なのですが、規定

審議会で変えるたびに理事会で決定した事と

力、 R財団の管理委員会で決めた事とかで変

わってくるのですが、そのボランティアに関

しては、職業奉仕に新たにロータリー・ボラ

ンティアという項ができました。

「手続要覧」R73

◎ロータリー・ボランティア

ロータリー・ボランティア・プムログラム

は、ロータリアン提唱の奉仕プロジェクトに

も、他団体の有意義なプロジェクトにも、ボ

ランティア奉仕の機会のあることについてロ

ータリアンの理解を深めるために倉晰設された

ものである。このプムログラムにより、クラ

ブと地区は、地元では得られない専門職ボラ

ンティアを見つけることができ、ボランティ

アは、奉仕プロジェクトの完了に協力できる。

(88)ロ ータリアン、ロータリアンに同行し

た場合のロータリアンの配偶曜

"|ヽ

ローター

アクター、財団学友、ロータリアンでない人

(ロータリアンが直ちに得られない場合)と

もに、このプログラムに参加できる (88、 90)

ということ力滞已されています。
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「手続要覧」P.30

◎分 区

ガバナーは、地区内においてRIの管理役

員と認められている唯一の人物であるが、地

区内のクラブ数および地区の地理的範囲に応

じて、地区内の隣接しているクラブが一つの

グループとなるようにナ自X内を二つないしそ

れ以上の地域に区分して、各:地域にガバナー

のイ旬理として適格なロータリアン (直前クラ

ブ会長を優先的に)を任命すべきである。こ

の代理は、日常の管理事務についてガバナー

を補佐し、その地域内のクラブおよびガバナ

ーの非公式の助言者として行動するものであ

る。ガバナーは、また、地区内のロータリー

プログラムを推進する地区諮問委員会を一つ

ないしいくつか任命、監督することができる。

と記されていまして、この場1合のグループと

いうのが、当地区ではIGFの組、次年度か

らIMに変更されますが、この8組にあたり

ます。

「手続要覧」P.30～31

◎ガバナーの分区代理

ガバナーの分区代理は、地区内においてあ

らかじめ決定した分クラブにある3ク ラブか

ら7ク ラブの管理責任者を援助するための非

公式なガバナー代理である。これらの代理は、

その分区内のクラブ会長とガバナー間の連絡

員で、公式の権限をもつものではない。ガバ

ナーは、自分が直接責任をもつべきものと考

えられているl職務を1分区1代理に委任してはな

らない。

となっていまして、当地区と隣の第2640地区

大阪南部の堺、和歌山地区と、第26"地区の

京1者ヽ奈良、滋
‐l賀

、福井地区ナざけが、日:本に

訊地区ある中でこの分区代理を設置していま

せん。その理由は明確ではありませんが昔か

らそうでして、諮問委員会はご存じのように

歴代パストガバナーで構成されていますが、

分区イ迎 はありません。もし皆様方からのご

要望があれば検討させて頂きたいと思います。

本日は熱ににヽご言ヽ撮翻頁きまして、ありがと

うございました。これで終わらせて頂きます。

RI

●ロータリー・ボランティアに関する出版物

・ RF2-197-JA
ロータリー・ボランティア補助金

・ PD2-263-JA
ロータリー・ ボランティア要覧

・ PA2-280-JA
ロータリー・ボランティア国際プロジェク

ト実施リストと国際ボランティア登録リス

ト

・ PA2-288-JA
ロータリー・ ボランティア援助団体名簿

※上記の出版物ご入用の方は、クラブ事務局

から国際ロータリー日本サービスセンター

(旧国際ロータリー日本支局)の資料室へ

指定の注文用紙に記入の上、お申込み下さ

い 。
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ネ土 1会
=ヨ=イ

士 音

“

Fヨ

煉 瘤鮮羊鉄 わ

(パストガバナー)

大橋  融 (大阪北淀)

櫻井  勲 (大阪本町)

サプリーダー

サプリーダー

<午 前 の 部 >
大森討論リーダー ガバナーノミニーは国

際協議会に全期間出席しなければなりません

し、会長も地区協議会出席が資格条件です。

そしてガバナーノミニーは次年度の活動方針

を持って帰りまして、この協議会で発表され

ます。それを皆さんが聞いて帰られて、クラ

ブ協議会で会員の皆さん方に報告し、各委員

長で話し合いをします。これでRI会長の方

針やテーマが全世界に行き渡っていくわけで

九

世界中のどこのクラブもそれぞれに社会奉

仕に取り組んでおられ、この社会奉仕はロー

タリーの顔であると言われ、これがあるため

にロータリーは社会にアピールできます。個

の々ロータリアンが地域社会に奉仕する喜び

を感じた時、初めて「超我の奉仕」という意

味が分かると言われていますが、ロータリア

ンが地域社会の向上に努力する理由はもう1

つあります。それは「人生において成功した

人は自分の世界を広1入 自分自身や家族だけ

ではなくそれ以上の人々を思いやることを望

む1剛階に至i腱け
‐
るということです」と言った

精神分析学者であるエリクソンの言葉が示し

ています。

社会への奉仕という概念はロータリーの初

期では遅々として進みませんでした。そして

ロータリーの最初の社会奉仕のプロジェクト

は、1907年にシカコ市役所に公衆便所を設置

するキャンペーンから始まりました。そして

初期のロータリアンたちは第3奉仕部門の、

特徴と原則を築き始めました。それから第二

次世界大戦の後、戦後の荒廃からクラブと地

域社会を再建してきまして、社会奉仕は最も

高速で人 の々注目を集める奉仕部門となった

わけです。

皆さんよくご存じの23-34という決議

がありますが、社会奉仕の活動の指針となる

もので、ロータリーの般若1心経だと言われて

います。新しい年度が始まる前にもう一度目

を通して頂きたいと思います。皆さんが次年

度の社会奉仕活動の計画をどのように立てら

れる力、 この23-34の決議が大いに役立

つと思います。これが「ご存知ですか?」 と

いう本に要約されて出ています。

○ロータリーは人生哲学である。

○ロータリークラブはロータリーの奉仕の哲

学を受け入れ、次のことの実行を目指して

いる人の集まりである。

・奉仕の理論は職業及び人生における成功と

幸福の真の基礎であることを団体で学ぶこ

と。

・自分たちの間においても、また地域社会に

対してもその実際例を団体で示すこと。
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・各人が個人としてこの理論を職業及び日常

生活で実践に移すこと。

・個人として、また団体として大いにこの教

えを説き、その実例を示すことによってロ

ータリアンだけでなく、ロータリアン以外

の人々の全て理論的にも実践的にも、これ

を受け入れるように励ますことである。

○奉仕をする者は行動しなければならない。

○奉仕活動におけるクラブとRIとの関係に

ついて

○ロータリークラプの社会奉仕活動の指針に

ついて

また「委員長の手引き」という冊子を頂い

ておられると思いますが、これを読まれます

と計画を立てるのに大変楽だと思います。

皆さん方がこの協議会に出席された経験を

活かされて、来年度は有意義な社会奉仕がで

きますように、計画をしっかり立てて頂くこ

とをおl頭いします。

○地域社会のニーズを探す。

○クラプの規模に相応しい計画を立てる。

◆毒議均竜|`長ビ2=|こ―つ ヽ ~ヽて
◆

僣丼サプリーダー 社会奉仕は社会に対し

て積極的なアクションを起こす部門です力ヽ

環境保全については、我 が々生きていく上に

おいて必ずそこに環境汚染という問題が起こ

ってきます。その中で地球環境という問題と

地球にやさしくという言葉が最近よく使われ

ています。そして地区の環境保全委員会がや

ってきたことは、

Oゴミ処理の問題

大阪ではゴミを焼却して、残った灰は大阪

湾の埋立地に持って行きますが、その灰だけ

でも処分地がなくなってきているというのが

現賞

“

れ 今後も、毎日生活をする中で起こ

ってくるゴミ問題をもう一度地区で取り上げ

ようということで、茨木の環境衛生センター

を見学しゴミの:再利用について勉強しました。

○下水処理の問題

下水処理場を見学し、生活排水や工業廃水

についての問題点を説明し、認識を新たにし

て頂きました。

○上水道について

琵琶湖からのi廻 ||の水は、i廻 II水域の生活

用水、工業用水力漸れてきたものでもあり、

それを浄化して大阪市民はその水を飲んでい

ます。インドから来られた方が日本人が車を

洗っているのを見て「日本人は飲料水で車を

洗っている」と驚かれたそうですが、現在の

浄水場では皆さんのご要望に応えられていな

いので、上水道、中水道、下水道の3つの部

門で水を流していこうという計画があります。

○自動車の排気ガスの問題

気体として我 の々身近なものは自動車の排

気ガスです。特にジーゼル自動車が問題にな

っています。自動車が走ると空気がきれいに

なると、いわゆる空気清浄器が走るような感

覚の自動車を作れというのが、アメリカのカ

リフォルニア州の規定になっています。日本

では電気自動車について取り上げられていま

すが、バッテリーの鉛の量が多くなりすぎま

すし、或いは太陽熱による自動車もあります

が、それが今まで考えられなかった公害を起

こしてくるということです。

こういう中から色々な問題を皆さん方に認

識して頂き、各クラブで環境保全の大切さを

啓蒙して頂くのが大きな仕事です。地区とし

ては毎年アンケート調査をし、クラブによっ

ては地域の・公共機関と協賛をしながら啓蒙活

動をされているようですが、その活動状況を

お話し頂きます。
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瀧瀬 尚峻  (集罰0 当クラブは名刺を

再生郷体:l用 しています。経費の面では逆に高

くつくというデメリットがありますが、啓蒙

を重点に置き、再生紙利用に踏み切りました。

笠井 勝巳 (大阪阪南)週 報の再生紙

利用について計画中です。

南  勝喜 (東大阪)「 東大阪クリー

ン作戦」として、クリーン&グリーンという

ことを掲げまして、東大阪の4ク ラブがクリ

ーンキャンペーンと銘打ち、行政と共に布施

駅前の清掃を行いました。これは継続事業と

して続けたいと思います。

カロ地 脩郎  08矛) ・
市がやっています

「少年発明クラブ」というのがありまして、

その中でペットボトルを利用しています。

徳山 喜昭 (大阪梅田)阪 神大震災の

時に、ペットボトルにお湯を入れて暖を取る

ということで和l用 しました。

櫻井サプリーダー 各クラブでできる範囲

の環境保全というものをやって頂きたいと思

います。クラブによっては社会奉仕IJ別売保

全を担当される部F助 なヾいクラブがあります

が、どうか環境保全担当者を作って頂き、今

後ともご協力をよろしくお願いします。

大橋サプリーダー 今後一年間、皆様共々

社会奉仕の分野において、よりよき社会を目

指して貢献する喜びを共に分かち合いたいと

思いますので、皆様方のご英知と行動力の結

集をよろしくお願いします。そして、社会奉

仕の実践において益 の々充実と発展を図りた

いと考えています。

ロータリアンの奉仕活動には「超我の奉仕」

や「奉仕の理想」という言葉がよく使われま

す。これは禾麻瞬ム欲を捨て他者に尽くすとい

うことを忘れず、いつも充分自覚しなければ

ならないことを喚起しています。ロータリア

ンはいついかなる場合も奉仕の心を忘れては

いけません。この気持ちを大切にする限り、

その行動は全て奉仕活動であると思います。

次年度の活動方針としては、阪神大震災に

より、近隣は支え合って生きていることが浮

き彫りにされ、ロータリーの地域に奉仕する

根本精神が如何に価値ある:大原理である力ψヾ

証明されました。その教訓を活かす上で、地

域社会の人たちと共に生きることを再確認し、

地域のニーズの再点検、再工夫をしていきた

いと思います。具体的には、

○人間尊重―高齢者への心遣い等

○地域発展―里親制度、保健衛生、社会安全

○共同奉仕―海遊館へのご招待、インターア

クト、ローターアクトとの奉仕

○阪神大震災で被災された方への奉仕活動

阪神大震災対策委員会力ヽ土会奉仕部門に入

ることになりました。

また、皆さんのお手元に「希望の家」とい

う資料が配られていると思いますが、これは

希望の家建設への協力について、呼びかけ人

の藤本義‐:氏より依頼があったものです。そ

の主旨は、阪神大震災で遺児になった子供た

ちのために希望の家を建設し、憩いの場所と

したいというもので、各クラブでご検討頂き

たいと思います。それから配布書類の中に、

地域社会への社会奉仕として「来年度の計画、

実施された事例、良かった点、改善すべき点」

というのがありますので、 7月末までに提出

をお願いします。

今年度の地区の共同奉仕として、65才以上

の被災された方を箕面スパーガーデンにご招

待しました。また、∞才以上の方及び被災者

の一部の方を海遊館にご招待しました。その

時の実行委員長をして頂いた田中さんに発表
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をお願いします。

田中勇之祐  (豊中) 海遊館ご招待に際

しては3回の実行委員会を重ね、当クラプの

会員のお手伝いをお願いし開催することがで

きました。その時の感想文をまとめて冊子に

致ましたので是非ご二読下さい。また、阪神

大震災復興イベントの箕面スパーガーデンご

招待ですが、白紙の状態から実行委員長に推

挙され、考えられる意見を全て集約し、実行

できることのみに絞り開催致しました。それ

をまとめたものを冊子としてお配りしていま

す。その開催の際には、

○地域ごとに行政|への交渉、:調査をお1願いし

たが明確な返事がなくて困った。

○ロータリークラブの認瓢詢潮 っヽた。

○参加者と参加できない人の間のトラブルが

あり、仮設に住む人は体調の悪い人が多い。

○ロータリアンはバッジを外し腕章を付けた。

○各クラブからのたくさんの支援を頂いた。

ロータリーはできる能力を持つ人の集まり

であり、若いローターアクトの力を借りて、

今後も大いに企画、検討、協調を得て色 実々

行して頂きたいと思います。ロータリーの行

事のコツとしてはできるだけ年度内の前半に

するのがいいと思います。

大橋サプリーダー 成功裡に終わりまして、

ご協力して頂いた皆さん方に感謝申し上げま

す。今のお話にありましたように共同奉仕は

難しくないと思いますので、各クラブの折衝

で共同奉仕という形もお願いします。

では続きまして各クラプの奉仕活動の事例

発表をお願いします。

伊藤 俊夫  υ覗剛D 当クラブは地域

の行政と密接な連絡を取ってやっていこうと

いうことで、「関西命の電話」はご協力させ

て頂いており、主体になってやっているわけ

ではありません。当クラブでやっていますの

は継続事業として車椅子の寄付、1植樹をして

います。また「高齢者の声」は当クラプの発

案であり、ポイ捨て禁止のキャンペーンは地

域の企業の方が熱心にして下さり、事業を移

行しました。

奥山 泰弘  (大阪うつぼ) 当クラブは

マリン同好会があり、西区役所で母子家庭の

子供さんを対象にクルージングの参加を募っ

て頂きました。会員5名と11名の希望者があ

り、ボートも海釣りも初めての子供たちばか

りで非常に喜んで頂けたそうです。問題点と

しては安全面の確立ということだと思います。

金田 憲幸  (茨木) 茨木市の教育委員

会が朝日新聞社厚生文イl舜礫団と、口反1神メ6露

災救援事業、春休み子供キャンプを青少年野

外活動センターで開催されました。それを聞

いた現社会奉仕委員長が親交のある西宮RC
の力をお借りし、西宮市渉軸レ:」 学ヽ校の子供た

ちをキャンプに招待しました。実質的には茨

木市の教育委員会の方で後援を頂き、キャン

プ場の受け入れ等大変な尽力を頂きました。

その後子供たちに作文を書いて頂きましたが、

子供たちが和気あいあいと色々な体験をしま

して、大変有意義であったと感じています。

勿論今年もこれを受けまして継続して実行し

ようと、西宮RCと打合せを進行させていま

九

大橋サプリーダー 奉仕活動には金銭奉仕

と勤労奉仕がありますが、やはり先程パスト

ガバナーのお話がありましたように、行動す

る、そして汗を流すということが大切だと思

います。各クラブで大変素晴らしい奉仕活動

をして頂いて、1誠にありがとうございます。

これをもちまして午前の部を終わらせて頂き

ます。
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<午 後 の 部 >

大橋サプリーダー では午前中に引き続き

まして、各クラプの奉仕活動の事例発表をお

願いします。

員本 年正  (茨木東)今 年度は家族の

愛情に満たされていな fヽ供たちを対象に事

業の展開をしようということで、「ガンバ大

阪選手とファンの集い」に3つの施設の∞人

の子供たちを招待しました。選手との立食パ

ーティー、チャリティーオークション、サイ

ン会、写真撮影と非常に喜んで頂き、′己端:ま

るま丼u犬も頂きました。

また阪神大震災に関連して、本日、神戸の

施設の子供さん31名をエキスポランドに招待

しています。残念ながら私は出席できません

けれども、楽しんで頂いていると思います。

山口 正之  (池田)阪 神大震災の支援

活動ですが、 1月 17日を忘れないようにとい

うことで、例会の度に1人 1∞円を義援金ボ

ックスに入れて頂いています。そのお金は支

援のイベントや義援金の依頼に、理事会に承

認を得て使わせて頂いています。今後も続け

ていくつもりです。

また、毎年夏にある市民カーニバルの夜店

に、ローターアクトクラブと共に出店し、会

員から寄贈して頂いた商品のチャリティーを

しています。収益金は五月山に身体障害者の

方をお招きし、ゲームや手作りの食事で楽し

んで頂きました。そして五月山の自然を守る

ための「市民の森を作る会」があり、毎年植

樹等の緑イ貯鮨佳に協力しています。また、薬

物乱用防止運動の協賛、毎月初めに会員のご

好意により切り花を市l替訓:働帳受にプレゼン

ト等の事業があります。

東 秀行 師 中央)大 阪駅の周辺

を鉄道記念日に因みまして、会員と家族と駅

職員とで清掃作業をしました。また、震災遺

児への支援ということで、小学2年生の男児

を今後12年間里親クラブとしてファンドを設

け、お小遣いを支給していくことになりまし

た。そのファンドは地区から 100万円、姉妹

クラブである台湾の園山RCか ら́見舞金とし

ての馳万円、当クラブで馳万円を足して 200

万円にして、その利子分で月にして2万円を

半年毎に先渡しします。ただ、この事業は成

人するまでの12年間継続するということで、

その間に色々な問題点も起:こ り得るというこ

とも考えられます。

井上 大治  (大阪城南)盲 導犬の育成

事業を始めようとしています。阪神大震災時

の義援活動の中で社会福祉法人「日本ライト

ハウス」と知り合いました。そこは点字図書

館、点字出版、リハビリテーション事業をさ

れており、その中に盲導犬育成がありました。

それは盲目の方の豊かな生活への第一歩のた

めの素晴らしい事業だと判断t、 これに幾ら

かのご協力をしたいと考えています。そこで、

①パピーウォーカーの募集 ― 幼犬から1年

ぐらいの間、犬を飼育して頂く。

②盲導犬としての任務を果たし引退した犬を

飼育して頂く方の募
`乳

③まず 1頭の盲導犬を育てる-3∞万円を

要し、胸 は半分であるので、残りの

1馳万円を3年間計画で実行する。

我々も試行錯誤をしながらまず一歩を踏み

出し始めています。

来山  繁  (大阪御堂筋)阪 神大震災

の教訓を風化させないために淡路北RCと連

携し、震災復興活動顕彰プロジェクトを実施

しています。これは努力された方を表彰し、

支援を継続するプロジェクトです。表彰候補

者推薦のための委員会を設置し、毎年 1名或
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いは1団体を表彰します。前年度の受賞者は

北淡町の社会福祉協議会でした。私共は1月

17日を「震災の日」と受け止め、防災キャン

ペーンを実施、難波駅前で街頭募金をしまし

た。 1年に約30万円を淡路北RCに送金し、

表彰金は10万円ですので5年後にどれぐらい

の基金が集まるかと力＼具体的な使い道は考

えていませんが、以後の実施方法を相談して

いきたいと思っています。

大橋サプリーダー 社会奉仕活動は4大奉

仕の中でも心臓の鼓動と言われます。色 な々

事例を聞かれ 1つでも結構ですので参考に

して頂きたいと思います。私は阪神大震災対

策委員長を仰せつかりましたが、各クラブの

皆さんのご協力で奉仕活動をさせて頂きまし

た。本当にしようと思えばクラブが結集して

やり遂げることができますし、1つのことで

もしてみれば「やったな」という気持ちにな

ります。今後もよろしくお願いします。

羽間 収治  (大阪西」D 当クラブでは

数十年続いているのですが、クリスマスにテ

リトリー内の保育所の園児の慰間をしていま

す。姉妹クラプのあるオーストラリアとニュ

ージーランドから、夏休みを利用して短期学

生交換で留学生が来ますので、彼らにサンタ

クロースに扮装して頂き、プレゼントを配っ

ています。また、テリトリー内でホームヘル

パーを必要とする独居老人、障害者の方を対

象としてヘルパーさんと一
=緒に慰間に伺って

い、生活必需品をプレゼントしています。こ

れに関しては福祉事務所と連携を取り、こ
｀
紹

介して頂いて回っています。

鴻野 精彦  (大阪心斎橋) 自然な形で

活動が出来るのはロータリーのいいところだ

と思っています。私は住まいが神戸ですが大

阪のロータリーの方 が々非常に神戸に対して

注目して頂き、まだ支援活動を続けて頂いて

いるのは非常に有り難いと思います。

当クラブの活動計画は地区への参画とクラ

ブとしての活動に分けまして予算:化 しました。

年間 140万円ぐらいで継承するものに 110万

円、残りをできる範囲のもので織り込んでい

きたいと思っています。1地区としては高齢者

の声諸行事、身障児の仲良し運動会、共同植

樹等です。クラブ単位では自殺防止センター

ヘの賛助金、大阪のお年寄り健康センター、

中央老人センターヘの協賛、図書館への寄贈

等です。

環境問題についてですが、私自身が職業分

類の石油販売ですので、今後一番取り上げて

いきたいのが、行政や諸団体と協調しなけれ

ばならないと思いますが、今アメリカで1実際

にやっています「バイオによる修復」です。

これ|シ イヾオが石油を食って脂肪酸に変えま

すから、ほとんど無公害です。そろそろ石油

に関心を向けて頂いてやれる状態が来るので

はないかと思っています。ロータリーとして

今後どういう形でやっていくかは櫻井サブリ

ーダーに教えて頂いて、取り組んでいきたい

と考えています。

森 廣太郎 (大阪大淀)地 域社会にお

ける社会奉仕に対する協賛をしていますが、

昨年度からやりましたのが地域の70才以上の

独り暮らしの老人に対する、月1回の食事サ

ービスの扶助として、対象者∞名中50名分を

負担しています。また、震災の時点でニコニ

コ箱の中で震災に対する寄付を目的としたも

のを始めました。その寄付金を先程お話のあ

りました阪神大震災復興イベント箕面スパー

ガーデンご招待に、協賛として寄付させて頂

きました。その額は 151万円強でクラブとし

てはいい使い道であった思っています。
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大橋サプリーダー 箕面スパーガーデンご

招待に際しまして、 4"万円の経費がかかり

ましたが地区から 1"万円、大阪大淀RCか

ら 150万円の寄付のお蔭で大変素晴らしい活

動ができました。

小西 浩二  (大田阿倍野)i先程もガン

バ大阪のお話が出ていましたが、ガンバ大阪

も阪神タイガースもあまり強くありませんの

で、是非ご声援をお願いします。両チームが

強くなると関西経済も大変潤うのではないか

と思います。当クラプは阿倍野カーニバルに

協賛しバザーをしています。そしてインター

アクトの高校生も手伝ってくれています。ま

た、住吉区の障害者福祉会館のイベントに協

賛、阿倍野の女性の更生施設に寄付、阿倍野

神社の薪能への協賛、泉大津に少年院から出

て来た人の社会復帰のための自動車整備工場

がありますが、そこへ代車の寄付等の活動を

しています。

大橋サプリーダー 1大田阿倍野RCの会員

より海遊館ご招待の折りに「海遊館の世界」

という絵本を 2∞冊寄贈して頂きました。

中澤 保夫  (吹田) 「吹田亀の子会」

というのがあり、万博公園の外周を走る会で

昭和51年に当クラブがスポンサーとして発足

しました。春の駅伝は30～40組 2∞人ぐらい

が参加、冬のマラソンは約 300人が参加され

ます。それに際しては会員のドクターの役誌賦

ローターアクターのお手伝いをお願いしてい

ます。それから「吹田くわい保存会」で、く

わいは大阪の名物だったそうで吹田が原産地

です。ところが戦後くわいも絶減の危機に陥

ったということで、貴重な植物を永久に保存

しようということで、他クラブやライオンズ

クラブと共に協賛し、盛り立てていこうとい

うことです。そして吹田祭りに参列し、伊勢

神宮にくわいを献上しました。他にはロータ

リアン以外の奉仕活動実践者の表彰をしてい

ます。特に次年度は新しい時代を担う若い方

を対象にしたいと考えています。

辻野 暁一  (高槻東) 高齢者社会がど

んどん進んでいる現在、制 にお年寄り

が何人おられるのか調べましたら、人口は36

万 5千人、13万 5千所帯、70才以上の独り暮

らし及び夫婦所帯、同居所帯が1万 9千所帯

で15%です。そこで市の老人福祉課とご相談

してできましたのが、小さな冊子で、ホーム

ヘの入所方法、ホームヘルプサービス、デイ

サービスの案内等で山盛りの内容になってい

ます。これは大変市でも喜んで頂けました。

また、当クラブでは例会でカレーの日を作り、

食事代を節約し貯めていました。それを国際

飢餓対策機構に年間

“

万円ぐらいを送ってい

たのですが、大震災の後はカレーの日を増や

して両方にお渡しできるようにしています。

そして例会場に義援金箱を置いていますので、

まとまればその使い道を理事会で検討したい

と考えています。

矢田 一男  (大阪中之島) 当クラブは

設立4年目の若いクラブですが、 5月 11日の

地区大会で里親 7ク ラブを代表して、里親ク

ラブ賞を授賞しました。当クラブは女の子を

預かっていますが、事務局員を母親役、男性

会員を父親役に固定して、それを社会奉仕委

員会、青少年委員会がバックアップする形を

とっています。資金的には基金を設け、会員

1人に付き半年 5千円を集め積み立てていま

す。地区からの 100万円をベースに20才にな

るまでには3倍ぐらいにしたいと考えていま

す。また、月に1回例会時に寄付を集め、こ

れを彼女の毎月のお小遣いに当てています。

彼女は現在兵庫高校の3年生で大学進学を希
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望しています。

それから、地域活動の1つとして、昨年よ

り天神祭りの船渡行に参加しています。これ

には35万円ぐらいかかります。

大西  滋  (高槻)高 齢者、障害者と

のふれあい運動会、摂津峡の美化キャンペー

ン、交通安全パレード、街頭啓発等をしてい

ますが、他には高槻RC福祉文化基金という

のがありまして、福祉や文化活動をされてい

る:方を表彰しています。現在は2千万円の基

金がありますが募金も募りまして、3つ ぐら

いの事業に対し補助金を出そうということで、

去年から始めました。去年の対象は障害者の

施設、手話活動事業、音楽の文化活動事業と

しました。

宮田 久嘉  (枚方)地 域に密着し、小

さなことから大きな奉仕活動になるよう努力

しようということです。枚方夏祭に協賛し、

ローターアクトと共にバザーを開催し、収益

はローターアクトの資金としています。また

1月 15日 開催の新春走ろう会への
~協

1賛、来年

は発足20周年ということで、枚方市の姉妹都

市であり、当クラブも姉妹提携をしています

オーストラリアのローガン市からの招待を企

画しています。

阪神大震災支援については月に2千円を会

員より集めまして、義援金として 1,333,000

円を「あしなが育英会虹の会建設資鐘1に寄

付させて頂きました。他には会員の会社の従

業員が清掃ボランティアとして活躍されてい

ますので、それに対して表彰しています。

柳りI騰隆夫  (大阪天王寺) 当クラブは

8年目、40数名のひ弱なクラブでお金のかか

らないことをしています。盲老人に愛の手を

ということで養護盲老人ホームに使用済み切

手、書き損じ葉書、使用済みテレホンカード

を送らせて頂いています。他には長居公園清

掃奉仕をボーイスカウトと共にしています。

大橋サプリーダー :発表頂いたクラブの皆

さん、1愛情のこもった実践活動のご紹介を頂

きありがとうございました。今後のネ土会奉仕

活動に反映させていきたいと思います。

最後に素晴らしい高齢者の作文があります

のでご披露します。「 (略)7才の長男は、

突然高熱と激しい頭痛に襲われ、3カ月の入

院治療で病はほぼ回復したが、後遺症の聴力

障害はついに元に戻らず重度の障害者となっ

てしまった。 (中略)今日はボランティアや

弱者への支援の手は健常者の義務だと言われ

る時代になった。当時はまだそのような社会

ではなかったが皆さんの深い理解と数え切れ

ない善意のご支援のお蔭で今日を迎えること

ができた。嬉しかった時の方
・々 の面影は今も

はっきりと目に浮かぶ。私の胸のうちにはこ

の喜びが一杯詰まっている。いつまでも健康

で命ある限り、今後はこの喜びを健常者の義

務として社会にお返ししていきたいと、心は

いつも弾んでいる」以上です。

ご出席の皆さん、奉仕の心を忘れず、心を

一つにして前進することができれば必ずより

良い社会へ向かっていくと信じています。ど

うかよろしくご協力をお願いします。

大森討論リーダー 皆さん、大変ご苦労様

でした。いい事例をたくさん発表して頂きま

したので、参考になったと思います。継続し

なけオuぎならないことも勿論あります力ヽ 新

しいことも皆さん方のアイデアで出して頂い

て、活動に踏み切って頂くようにお願いしま

す。手続要覧、委員長の手引きも是非ご二読

をお願いします。どうか素晴らしい年度にし

て頂いて、是非意義ある業績賞の申請をお願

いします。ありがとうございました。
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国 ll祭:著彗 イ士 音

“

Fヨ

討論リーダー 古田 敬三 伏 D
(パストガバナー)

毛利 哲三 (大阪西南)

小山 雄三 (メJttD

吉川 謹司 (東大随輸

サプリーダー

サプリーダー

サプリーダー

<午 前 の 部 >

古田討論リーダー :地区協議会とは、次年

度の各クラプの指導者がどんな奉仕をするか

という責任、義務、理解を深めるために行う

ものです。RI次期会長が決まりますと国際

麟難勁開ヾ催さな 次年度の方金拗添 され

その後会長エレクト研修セミナー及び委員長

会議が開かれ、その時に中川ガバナーノミニ

ーより次年度のRIの方針や当地区の方針に

ついてお話がありました。次に開かれるのが

この地区協議会で、次年度はクラブとしてど

んな方針で奮むかを決める前提になります。

国際奉仕委員長に任命された皆さん:方は、

委員や会員の皆さん:方にやる気を起こさせる

ことが最も大切で、そのためにはまずコミュ

ニケーションで、定期的に委員会を開き、情

報やアイデアを率直に交換することにより、

プロジェクトは進行し意欲も高まります。そ

して、皆さんの意見を集約し実行することが

委員長の任務です。まず前任の委員長より引

き継ぎ事項を確認し、新しい委員を任命する

時には必ず現年度の委員も何人か残って頂く

必要があると思います。大切なことは、

◎チームの選任 (職業分類関係の人が適任)

◎委員のバランス (性格、年齢等)

◎委員会の規模 (目的達成に必要な人員)

◎会合の回数は必要なだけに限定する

◎目標とされる方針、具体的な行事、日程

の徹底

◎プログラムの現状把握

◎特に重要なことは理事会で報告

◎事業を成し遂げた時には必ず表彰する

さて、国際ロータリー機 4条の綱領に

「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に

携わる人の世界的親交によって、国際間の理

解と親善と平和を推進すること」と定めらオk

国際奉仕の方引が明らかになっています。

また、手続要覧のP.98の第 7章「国際奉仕」

というところに目的として、「ロータリアン

のあいだに、また、一般の人 の々あいだに理

解:と善意をはぐくむことが、ロータリーの国

際奉仕の明確な任務である」と書かれ、同じ

くロータリーの基本方針として、「自由、正

義、真実、宣誓の神聖、人権尊重は、ロータ

リーの原則に本来備わっているものであり、

また、国際平和と秩序の維持および人類の発

展|に不可欠である。」となっています。

さらに、国際奉仕は概念上、以下の4つの

分類になっています。

1)世界社会奉仕活動

2)国際レベルの教育および文化交流活動

3)特別月間と催し
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4)国際的な会合

地区、クラブで現実に実行している3つの

大きな奉仕活動があります。

◎青少年交換

◎世界社会奉仕活動 (WCS)
◎国際交流及び平和委員会活動

上記3つのポイントを説明します。

◎世界社会奉仕活動 (手続要覧 R92参照)

ロータリアンはWCS活動を通じて人 の々

生活を改善し、人々のユーズに応えるプロジ

ェクトを実施し、物質的、技術的、専門的技

術を通じて国際理解と親善を推進します。

これには2つの方法があり、

○組み合わせ地区及びクラプのプログラムに

よる方法 (単独プログラム)

○国際ロータリー事務局の世界社会奉仕プロ

ジェクト交換を利用する方法

当地区はクラブ単独で実行されるよう勧めて

いますが、できない場合は地区へ 1人当たり

5,000円を拠出して頂き、活動は地区へお任

せ頂くことになります。いずれにしても会員

1人当たり 5,0∞円という予算だけは年度の

初めに確保して頂くようお願いします。

要するにWCSというのは、社会奉仕の国

際版だとお考え頂ければよいと思います。

◎国際青少年交換

高校生の優秀な青少年を海外に派遣し、そ

して青少年の経験を豊かにする機会を与えよ

うとするプログラムです。毎年60カ国以上の

国 か々ら 7,000人以上の交換学生が国境を越

えています。長期留学と短期留学があり、交

換なので派遣と受入が相互義務になります。

受入に関しては、ホストファミリー、受入

学校、顧間ロータリアン等、皆さんのコンビ

ネーションカ髯早られてはじめてこのプログラ

ムは成功します。

青少年交換ファンドについては全会員に年

間1人 3,000円の拠出金を頂き、青少年交換

実施計画の経費としてホストクラブの援助に

当てています。

この活動が国際理解と親善を推進するのに

極めて意義があるとして評価が高いことを認

識頂き、この交換計画に積極的に参加して頂

きますようお願いします。

◎国際交流平和委員会

○姉妹、友好クラブの締結

姉妹、友好クラブの締結は国際親善、国際

理解増進に大変大きな意義を持っていますの

で、積極的に締結の方向に努力をして下さい。

○ロータリー趣味・職業男鰯地括動プログラ

ム

1993年10月 に国際ロータリー理事会で、世

界親睦活動プログラムと国際職業連絡グルー

プの合併によりできたプログラムで、クラブ

レベル、地区レベルいずれでも参加できます。

○国際大会、アジア地域大会への参加勧誘
01996年国際大会

月 日  6月 8日～26日

場 所  カナダ カルガリー

・アジア地域大会

月 日  10月 25日～27日

場 所  タイ バンコク

いずれも国際親善を増進するのにまたとな

い機会ですので、一人でも多くのご参加を期

待しています。

2004年に国際大会

'副

壼地はアジア地区と決

まっており、何力国か候補にあがり日本もそ

の内の 1つになっています。もし日本の関西

(京阪神)で開催されるときは、次代のロー

タリーを背負って立って頂く皆さん方お若い

方
｀

が々中心になって、その節にはよろしくお

願いしたいと思います。
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◆巨ヨ陰条澤蒙
‐
4レト生Fぢミ峯建

|こ 三⊃い
~て

◆

毛利サプリーダー 色 手々続きの問題、募

集の問題等ディーテールについて、お知らせ、

お願いをしたいと思います。

◎配布資料 (青少年交換関係)

・ロータリー青少年交換プログラム

・アンケート用紙 (要回答 6月 8日まで)

・琴ちゃん奮闘記

・快―ho
各クラブ全会員数用意していますので、例

会の時に配布して頂きたいと思います。

アンケートの内容ですが、過去の実績につ

いてのもので、「1981～1996年度までのクラ

ブ刀lじ講警表」を付けていますが、その数字に

間違いがないかチェックして下さい。

地区の青少年交換プログラムを通さずに、

各クラプが単独で交換されているところもた

くさんありますが、各クラブに力� るヽ財政上

の負担、学校に対する負担等あらゆるところ

を捉えても、地区の交換プログラムを通して

される方がずっとスムーズにいくと思います。

当地区では学生1人当たり年間 100万円の補

助を出すことになっていますので、クラブ単

独でされるよりかは財政的には優利ではない

かと思います。

青少年交換をやっていないクラブはずっと

やっておられません。しかし一度されるとそ

の後ずっとされているという傾向はあります。

青少年交換プログラムというのは各クラプが

色々な経験を積み、万遍なくされるのが考え

方としてはいいと思いますので、そういう呼

びかけをお願いします。

それから、青少年交換プログラムだけはロ

ータリアンの子弟でも、関係のある方でも行

けるという唯一の留学制度です。

1年に2回ほど、日本全国田地区の青少年

交換委員長が集まり、全国大会をやります。

その時に大体世界のデーター、日本のデータ

ー、地区のデーターが全部集計されます。因

みに世界で一番留学生を交換しているのが北

欧です。世界の平均でロータリアン380人～

400人に1人の割り合いで、世界の平均でい

きますと、当地区では15～ 6人の交換がひと

つの目処になります。現年度は阪神大震災の

影響で、7～ 8人程度で少し低調でしたが、

次年度は是非少なくとも平均の 4∞人に1人

は交換したいと思っています。

◎参加資格

15歳～18歳まで

平均的に女性の応募の方が多い。

配布資料の中に入っている「琴ちゃん奮闘

記」は、この地区で昨年の夏にニュージラン

ドのオークランドから帰ってきた学生の月例

報告 (毎月提出が義務付けられている)がひ

とつの冊子にまとめられたものです。

ロータリークラブの交換学生で帰国した子

供たちが、常に経験を活かし、切れない人間

関係を保持するためのROTEXというシス

テムをつくっています。地区の委員会からも

幾分補助をしています。そこで「快―ho」

を2カ月に一度ぐらい発行し始めました。

◎派遣学生 (次年度出発予定)

メこ6反宿きJ記   |六調反う
‐つぼ ラヽ防du定

大阪天満橋 東大阪東   各 1名

大阪城南 2名

今まで説明してきましたのは1年間の長期

プログラムです。

◎短期プログラム

好評で夏休みを利用して 1カ月乃至は2カ

月間交換したいというものです。 1カ月10万

円の補助を出すことになっています。
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◎受入れ学生歓送会及び

派遣学生オリエンテーション

日 時 6月器日

雰囲気を見てみたいという方がおられたら

是非参加してみて下さい。

学生の派遣については、ロータリーほど安

全な高校生を対象とした交換システムはない

と思います。1航空運賃以外、食費、滞在費、

学費全て無料でしかも顧間ロータリアンがつ

き、きっちり面倒をみるというシステムです。

受入れた最初の頃はギクシャクしていても、

受入れ学生が帰る今の時期になると、ホスト

ファミリーの方もホストクラブの方も「もっ

とおいておきたい」ということを必ず言われ

ます。そういう時に私はロータリークラプの

高校生を対象とした若年層の青少年交換プロ

グラムの意義をつくづく噛み締めるわけです。

是非ご理解頂き、このプログラムにご協力

頂きたいと思います。

<書 巧麦 CD音:ζ >
◆世 界 社 会 奉 仕

に つ い て ◆

吉川サプリーダー WCSでは援助した相

手国の視察があり、今年も古田パストガバナ

ーと当‐地区委員5名で、 1月の末から2月初

めまでフィリピン、インド、バングラディシ

ュを回って援助先を視察してきました。

◎次年度活動方針

世界中で飢餓に苦しむ多くの人たち、それ

から病気でも貧困のために診察を受けられな

い方 、々また貧困から自立をしようとしてい

る方々に対して援助活動を続けていきたいと

考えています。

◎援助の方法

RIが出している「世界社会奉1仕プロジェ

クト交換」の中のフィリピンの『スープキチ

ンプログラム」を現在の援助しています。

その他RIの情報に基づいて行う場合と飢

餓救済団体である国際飢餓対策機構を通じて

援助を行うという考え方をしています。

◎活動計画

今までスライドがありませんでしたが、今

回作成し、 5月

"日
頃にできてきました。で

きるだけその年度、年度で援助した先をスラ

イドに納め、1実際にどういう活動をしている

かをご覧頂きたいと思います。各クラブでも

必要であればご活用下さい。

◎次年度.主な援助先

。主として東南アジア

・緊急支援を必要とするところ

重大災害が発生した時には、できるだけ速

やかに援助していきたいと考えています。

我 の々仕事は援助しているものが確実に現

地に届いているかという確認も必要だと思い

ます。従いまして、できるだけ毎年続けて現

地の視察に行きたいと考えています。視察の

場所、日程等が決まりましたら連絡をします

ので、参加希望の方があればJ司行願えれば

と思っています。

数日中に各クラブに対してアンケートを送

る予定をしていますので、ご記入頂いてご返

送頂きたいと思います。

現年度は次年度、持ち越し、未実施という

クラブもありましたが、次年度は全クラブが

単独もしくは地区との共同によってご協力賜

りたいと考えています。

◎援助の内容

○方法

・相手国を通じて、その国の貧しい人々に援

助の手を差し伸べる

。相手国のロータリークラプのプロジェクト
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推進のための同額補助制度

・ローンプロジェクト

(バングラディシュで現在実施中)

・里齢 1岐

(バ ングラディシュ、フィリピンで実施中)

・緊急の災害時の援助

(*社会奉仕行動への指針参lD

いずれにしても、果実を与えずに種子を与

えてくということで、援助したものが結果的

に芽生えていき役立つようにもっていくとい

う考え方で援助活動をしたいと思います。

相手国に直脚見鋲 物資を送る場合には、

相手の国の事情を充分検討して頂いて送って

頂きたいと思います。

◎行事予定

・国際奉仕委員長会議  8月 10日

・WCS委員長会議   8月 24日

*スライドコ映 (1月 のフィリピン、インド

バングラディシュの視察、現地の事情)

皆様方からお預かりする拠出金については、

地区としては一層真剣に考え、より多くの人

に役に立つよう今後共努力していきますので、

ご協力を賜りますことをお願いします。

◆巨ヨ陰賽:ぢさ:汐に目二禾日‐藝辱爵弐髪当

に つ い て ◆

小山サプリーダー 当委員会の主な仕事は、

○国際大会参加のPR
O姉妹、友好クラフ鶴結のPR、

○友情交換のPR
C潮瞬錫:躇睦括動PR
O世界平和月間ののPR
特に次年度は10月 25日よリアジア大会カラヾ

ンコクで開催されます。是非ご出席下さい。

◎国際大会について

昨年はニースで国際大会が開催されました。

1月 17日 の阪神大震災の影響と遠方というこ

とで当地区からは会員 131名、ご家族が 112

名で合計 24銘の参加でした。全世界からは

器,44名でフランスがその内 9,815名、米国

が 6,2∞名、日本が 4,586名でした。今年は

カナダのカルガリーで 6月 23日～26日まで開

催されます。

アンケート結果では、

○参加希望者 -234名

最近は少し増え、会員 189名、家族 104名、

合計 2器名になっています。

01997年国際大会

英遷!スコットランド グラスゴー

01998年国際大会

米国インディアナ州 インディアナポリス

C)1999年国際大会

シンガポール

020∞年国際大会

アルゼンチン プエノスアイレス

古田討論リーダー 2005年はロータリー創

立 100周年という記念すべき年なので、シカ

ゴで国際大会が開催されます。

小山サプリーダー アジア大会については、

○月 日 1996年10月 25日～27日

○場 所 タイ バンコク

現・次年度の会長、幹事、国際奉仕の方々

に特にご協力をお願いしたいと思います。

◎過去のアジア大会

019毬年11月 インド デーリー

01979年 9月 韓国 ソウル

019譴年11月  フィリピン マニラ

01987年10月 インド ニューデリー

アジア地域はあ∞地区から3870地区で、国

としては、日本、インド、スリランカ、パキ

スタン、バングラディシュ、マレーシア、プ

ルネイ、台湾、シンガポーノkタイ、インド
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ネシア、香な マカオ、中国、韓国(フィリ

ピンの各国です。

8月の末までに参加者の大体の人数が出ま

したら、ガバナー事務所に連絡下さい。

◎姉妹、友好クラプの件

未締結クラブ 81ク ラブ中21クラブ

強制ではありませんが是非どこかと締結し

て頂きたいと,思います。

現在

“

随  紬■の金城クラブよりあ∞

地区のクラブとの姉妹或いは友好クラプの申

し入れが来ています。

釜山の近くに新クラブができ、当地区の新

しいクラフで

'場

建鳴係をもちたいクラブがあ

れば、是非紹介してはしいとのことですので、

姉妹締結ご希望のクラブがあれば、仲介をさ

せて頂きます。

古田討論リーダー 姉妹と友好とどう違う

か聞かれま
‐
動ヽ姉妹の方が色 な々意味で濃

い関係にあります。相互訪盾的な約束、義務

は何もなく、クラフカ颯 自て充方との合意き

えできればよいと思います。

小山けプリーダー 当クラプの場合、始め

に韓国と姉妹クラフを締結しました力ヽ これ

を今度友好に落とすことは非常に難しいので、

友好から入り、よければ姉妹に転換する方が

いいと思います。

古田討論リーダー 友好、姉妹と別に定義

的なものはないと思います。締結期間もあま

り長くなると相互訪間もお互いに飽きがきた

りするので、期間を3年とか5年とか区切っ

て提携されるのもいいと思います。

◎友情交換について

クラブ対クラプのプログラムと地区対地区

のプログラムの2つがあります。現在あまり

禾I用されていませんので、できるだけご利用

下さい。

◎趣味|・ 11鵡鵠 :∫1児睦活動

たくさんありますが、日本ではヨット、ゴ

ルフ、スキー等に参加されている会員があり

ます。 (*「測由舌動をみつけよう」参照)

◎平和委員会

2月器日はロータリー倉i雌2の日で、2月 は

世界理解月間ですので、クラブで平和に関す

る卓話やフォーラムの開催をお願いします。

平和と言いますと非常に幅が広いんです力ヽ

まず家庭内の平和、会社内の平和、町の平和

等から始まり、それが大きくなって世界の平

和になりますので、よろしくお願いします。

【質 疑 応 答 】

Q)ブ 木ヽ 4贋‐一 C大阪夢む苗橋i) 1±1昴証里

解平和月間のですが、例会の時に何をしてい

いか分かりませんので、具体的にどういうこ

とをし、4同
・
を理解したらいいのかそのへんの

お話しをして頂きたいと思います。

A)小山サプリーダー 平和月間と言いま

しても幅が広く、何を言っていいのか分から

ないというのが実情ですが。

A)古田討論リーダー 世界平和委員会と

いうのがありましたね。その第 4回目が広島

で開催され、「過ちは二度と繰り返さない」

というテーマ
‐
OIヨ常に友好的な委員会でした。

A)小山サプリーダー 各クラブ独自で卓

話をされたり、領事館の人を呼んできたりし

ておられます。去年東クラブではロシアの領

事館の人を呼び話を聞きました。

A)古田討論リーダー 手続要覧に「世界

理解月間は特別月間として毎年 2月に実施さ

れる。同月間中、クラブは、世界平和に不可

欠なものとして理解と親善を特に強調するク

ラブ・プログラムと活動を実施し、世界社会

奉仕を中ら、としたプログラムを行うよう要請
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されている」と書かれ 特別月間のひとつに

なっています。世界理解に少なくともプラス

になるような行:事をやって頂くことが月間の

目的だと思います。

Q)岩井田 洋 (大阪柏原)柏 原市内

に大阪教育大学があり、今まで米山奨学生、

或いはその他の関連は当クラブが一世話クラ

ブでした。ところが本年推薦しますと突然大

阪教育大学の担_当地区が聞4に変.更になり、

世話クラブが泉南地区のロータリークラブに

なりました。奨学生にとっても非常に不便だ

という話を私共は聞いています。奨学生にと

っても、クラブにとっても当クブが世話をす

るのが一番自然だと思うんですが、どうして

こうなったかa画答を願いたいと思います。

A)古田討論リーダー 部F弱1になってい

まして、米山奨学生のことは種田さんが非常

に詳しいので、専門的にご返事して頂いた方

が良いと思います。

Q)岩井田 洋 (大阪柏原)国 際奉仕

の中に当クラブでは、財団、米山、世界社会

奉仕3つ入っているわけです。私は地区のご

見解をクラブヘ報告しなければなりません。

A)古田討論リーダー 地区には米山奨学

委員会があるわけで、米山奨学委員会にそう

いう意思いヾあったことを伝えておきます。

Q)田中 :潤治 (大阪西」D 青少年交

換プログラムの具体的な募集、推薦の日程等

があれば送って頂きたいと思います。

A)毛利サプリーダー これは7月 に配布

します地区の委員会活動計画書に詳細が載り

ますので、参考にして頂きたいと思います。

交換というのが原則なので、国によって違い

ますが大体 6カ月前には候補者の選定、手続

き、向こうへの折衝を始めます。例えば、 1

月に派遣するなら、少なくとも7月 頃からは

当委員会とご連絡をお取り頂きたいというこ

とです。これも早くするぼど有利な条件で有

利な地区を選べますので、早くお申し込み頂

く方がいいと思います。

Q)甫り:l彦η讐律
「

1 (ブd反個断書) WCS
のことですが、我が国から医療チームを組ん

で東南アジアの医療の恵まれないところへ派

遣していますが、資金が枯渇してきたという

ことで、ロータリーの方で援助してほしいと

いう相談があるんですが、我が国で編成した

医療チームに対して、WCSが適用されます

か。直接日本の医療チームに援助することが

可能かどうかお尋ねします。

A)吉川サプリーダー 日本で医療チーム

を編成され、向こうへ行かれるということで

住吉の方からWCSで出されるわけですね。

Q)甫iり 1膨右衛門 は阪住吉) それが

可能なのかというとこです。

A)吉川サプリーダー 出して頂いていい

と思います。それも一つの社会奉仕に入りま

すから。

Q)不 詳  (  )WCSの 援

助の効果をスライドで見せて頂き、感銘を受

けましたが、先程のケソン市のスープキチン

の着工が1993年でまだできあがっていなのは、

援助の額が少ないんでしょう力、 もうとっく

にできているはずですが、できてないのはど

ういうことなんでしょう力、

A)嗜り:|サプリーダー あれはRIの方へ

依頼がいっており、必ずしも26∞地区だけで

なく、日本の名古屋の方の地区も支援してい

るようですが、いずれにしても:集まったら集

まった分だけするという形になっています。

`従
いまして、全部できあがるまでにかなり時

間が力� るヽのではと思います。

A)古田討論リーダー かなり時期をかけ
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ないと、金も集:ま らない、ヨニ事も竣 IIし ない

というの力簿実だと思います。

Q)不 詳  (  )専 門家でな

いと分かりませんが、建築の進行として問題

があるのではないですか。

A)吉川サプリーダー 私も構造を見まし

たが、一応鉄筋で建て、屋上はできあがって

おり、これからその下の室内を整えていくと

ころでした。

Q)山本 健三 (大阪大手前)WCS
事業として、毎年同じところに援助していま

すが、今年は寄付もあまり出ていないもっと

困っている:施設、或いは個人に行いたいと思

いますが、どのような調査方i法があり、地区

の方でそういうアドバイスを頂けるのか教え

て頂きたいと思います。それともう一度次年

度の地区方針をお伺いしたいと思います。

A)吉川サプリーダー 最初のご質問です

が、それは地区の方へお尋ね頂けれま 地区

の方ではRIの方に要請がいっているプログ

ラムから抜粋する場合と国際飢餓対策機構と

いうのは本部が大阪にあるので、そこから情

報を頂き、それを参考にしながら協力をして

いく形を採っています。その中からクラブで

単独でやって頂いても地区と一緒におやりに

なって頂いても結構です。

Q)山本 健三 (大阪大手前)地 区の

分を参考にしてもいいんですが、当クラブは

WCS事業は単独でしていますので、その場

合の調査ですね。

古田サプリーダー これはRIが出してい

るプロジェクトの中から選んで、その相手方

の地区、クラブの実情を調べられておやりに

なるのも1つの方法ですじ、また何か別のル

ートをお探しになるのも結構だと思います。

A)吉川サプリーダー 2点日のWCSの

次年度の地区の方針は印刷されて配布される

と思いますが。

Q)山本 健三 (大阪大手前)す ぐに

その方針に従って、当クラブの活動も示して

いきたいと思いますので。

A)吉川サプリーダー  活動方針は、世

界社会奉仕は世界中で創餓で苦しむ多くの人

たち、病気をしても貧困のため診療を受けら

れない人 、々貧困から自立しようとする人々

に対して、援助奉仕活動を行うと。援助はR
Iの情報により行う場合と国際飢餓対策機構

の協力を得て実施する場合があります。

それから活動計画は、

○スライドを作成し、胸 を行う

○援助活動は東南アジアに重点的に行う

○緊急支援を要する重大災害発生時もは、地

区、クラブが協力し適切な救援活動に参加

○プロジェクト実施国、実情視察のため地区

クラプのWCS委員による現地視察

OWCS活動に全クラブが参加するよう呼び

か:ナていく

古田討論リーダー お手元に「クラブ国際

奉仕委員長へのお願い」というのを渡してい

ます。年度開始前に読んで頂いてからスター

トして下さい。 (プリント参照)

「ロータリーの友」の英語版が1部 500円

で、ロータリーの友社で販売していますので、

国際大会に出席される方は必ず何部か持って

行かれて、日本のロータリーを世界の人に知

って頂くという意味のいい資料にして下さい。

どうか次年度国際奉仕についてご協力を頂

きますようお願いします。
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ロ ー タ リ ー 員オ団 部 門

討論リーダー

サプリーダー

サプリーダー

サプリーダー

サプリーダー

サプリーダー

サプリーダー

山中 文和 (大阪南)

田中 穣二 (大阪西南)

執行 経世 (枚  方)

阿部成之助 σ覗難亀;∋

橿村 泰信 (摂  津)

吉川 忠章 (東潟随総

滝  一郎 (大阪南)

<午 前 の 部 >

山中討論リーダー 財団には翻蜃 国際幌

善奨学金、GSE、 学友、ポリオ・プラス、

情報の6委員会があります。

現年度の目標は1人当たり 1巧 ドルで地区

の目標は

“

万 ドルです。毎年大体 1人当たり

150ドルをオーバーしているので、日標は達

成できると思いますがよろしくお願いします。

では、各サプリーダーから担当委員会の報

告をして頂きます。

◆財 団 情 報 |こ つ い て ◆

田中サプリーダー 前までは内容的にはそ

れほど変わらず同じことをやっていました力ヽ

ここ数年内容、プログラムも広がりいろんな

ことが変わってきています。それをどういう

ふうにフォローし、各クラプの委員長にお伝

えするかが非常に大事:になってきています。

まず2年前から財団情報委員会が独立した

委員会になりました。

◎配布資料

0人道的な国際奉仕プロジェクトのための同

額補助金指針

・シェア

・みんなが貢献するロータリー財団

・名刺サイズカード

・ロータリー財団問答

・「ロータリー財園田

1ページのロータリー財団管理員会のとこ

ろの委員長と財団地域コーディネーターはま

だ未定ですので分かり次第お教えします。

・ PSC活動報告 (2種勇D
・ クラブ別 (1995～1996年度)R財団

寄付一覧表 (3月末現ω

・ロータリー財団「行動計画」立案用紙

・財団情報ニュース (年 3回発行)

「ロータリー財団情報ニュース3号」

財団情報ニュースを作っていく上で非常に

役に立つと思うのは、年に5回ほと冒布され

ている「ロータリーヮールド」の財団のペー

ジ、それと「ロータリーの友」に最近はかな

り財団についてのいろんな事柄が書かれてお

り、資料の一つになると思います。

この地区は制 に財団の寄付成績がいい

ので、新年度も皆様のご協力で更にいい成績

が修められることを期待しています。

次に畑区大会での表彰や研究グループにつ

いて書かれており、その下に19%司 5年度財
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団年次収支というのがあります。一般寄付が

5,3∞ 万 ドルで、これが3年後に色 な々プロ

グラムに使われます。これは正確に言うと年

次寄付というふうに名前が変わっています。

恒久基金はベネファクターとして 1,000ド

ル出しますが、それが大部分を占めています。

一般寄付、恒久基金、ポリオ・プラスを合

計しますと199歩45年度は 6,lЮ万ドルにな

りました。

◎一般寄付

1996～97年度目標額  5,500万 ドル

現年度より10%ア ップになっています。

支出のところも見ておいて下さい。

1994～ 95年度の財団の年次寄付上位30地区

中の25地区が日本で韓国 3、 北米 1、 フラン

ス1となっています。その点から見ても、日

本が女口何に財団に対する寄イ寸成績がいいかと

いうことが分かります。

◎冠名奨学金

1学年度の留学費を全額寄付することによ

り、自分の名前のついた奨学金になります。

◎冠名奨学金基金

個人であれば15万 ドル以上グループであれ

ば25万 ドル以上の寄付をすれば設立できます。

この基金に対する動きが日本であちこちに出

てきています。

C澤鍔叢研罷発電学金 (試験的)

新プログラムで199レリ9年度に行われると

いうことです。

「ロータリアン必携」の中にロータリー財

団の一番最近の情報がまとめられていますの

で、これもサービスセンターでお取り寄せ頂

いてご覧になると役に立つと思います。

◆員オ団 当番進 |こ つ い て ◆

執行サプリーダー 国際ロータリーの事業

を支援する一番の基であるロータリー財団の

寄付を集めて、増進していくという使命を負

っています。皆さん方のご協力により、次年

度の成果が上げられるようお願いします。

◎199卜47年度地区の目標額 田万 ドル

1人当たり 1巧 ドル

まだポール・ハリス・フェローになられて

いない方があれば是非なって頂くようにお願

いして頂き、既になっておられる会員の方も

マルチプルという方法がありますので、その

ようにご推奨頂ければと思います。

ベネファクターは現年度は各クラブ1名ず

つということでしたが、次年度もそのように

お願いしたいと思います。

クラブ別 (1995～1996年度)R財団寄付一

覧表 (3月末現在)ですが、一般寄付の 1人

当たりの目標額 140ドルを達成したクラブは

31あ り、ベネファクターは各クラブ1名ずつ

お願いし、32ク ラブが達成されています。両

方と達成して頂いたクラブが19あ ります。

各クラブで準フェローになって頂いていた

方1が退会され、そのままになっている場合、

前任の方のこ:聯を得ながら、これを継続す

ることをご考慮頂ければと思います。

寄付の報告がロータリー財団から届きます

ので、届きましたら・皆隊方にお送りしたいと

思います。ロータリー財団からの報告と各ク

ラブで記入されている寄付額と違いが出るか

もしれませんが、財団からの報告が基本であ

るとこ理解頂きたいと思います。

先程説明がありました冠名奨学金ですが、

昨年の「ロータリーの友」の11月号に非常に

分かりやすく書いてあります。

冠名奨学金は寄付者が奨学金の全額を三度

に寄付することにより設置され、その金額は

22,000ドル (前年度)でした。冠名奨学金は
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個人、法人、財団の名称を付します。複数の

クラブや地区の合同寄付により設置すること

はできません。日本の寄付者が 2年前までは

2人でしたが、前年度の 1年間で 1地区16人

の会員が寄付をし、合計18人となりました。

こういう性格の冠名奨学金を推進していきた

いと思っています。

今まで申し上げてきた事柄を推進していく

ために、また国際ロータリーの事業を支援す

るという意味からも詳しい情報が必要と思い

ますので、情報委員会と充分に連携を密にし、

次年度活動を進めていきたいと思います。

田中サプリーダー 今増進委員長がお話に

なりました寄付の報告は各クラブには年に3

回 (9月 、12月、 4月 )届きます。1回だけ

寄付をしてほっておられる方もいますので、

これを見て把握して頂きたいと思います。

「ロータリー財団」の2ページのЭシェア

システムの注の(2)に 1994～ 95年度の当地区の

年次寄付とDDF、 WFの数字を参考までに

載せています。1995ハ46年度はこれを上回る

数字になると予想しています。

ベネファクター推奨のところに「財巨槍:1立

75周年を機に1995～96年までに、1地区75名

以上のベネファクター獲得が推進されている

が当地区は既に9レ44年度に目標を突破して

いる」と書いてあります。この地区は突破し

ているのでカルガリーの国際大会で表彰され

ます。

4ページの(4)助成金は今までは「カールミ

ラー助成金」と言われていたもので、内容的

には同じで、あるプロジェクトをするための

準備金で、最近はシェア・プログラムの一つ

だと言われています。

6ページの下の方に「国際パートナーシッ

プ選択として」と書いてありますが、これが

当地区から他の封」区:に少摯学:ζ送を3障 とい

うことで、アラスカ:地区、ジャパン・プログ

ラム、語学研修に回します。如何に人道的な

形で財団のお金を使っていくか、その具体的

なことについては、「シェア」に載っていま

すので、ご承知を頂きたいと思います。

山中討論リーダー 追加です力ヽ 「ロータ

リー財団」の本の中に括弧してDDF、 WF
と書いてありますが、そのお金を使うプロジ

ェクトであるということです。

・DDF ∞%分 地区で自由に選択

・WF  
“

%分 RIが全額使う

途中で辞められた方の分が準フェローで残

っている場合、理事会で図って頂き誰かに譲

り受けて頂いて差し支えありません。

マルチプルというのは連続してポール・ハ

リス・フェローになる分です。その申請をク

ラブからする時に奥さんの名前で1つ して頂

くとご夫人用の何かが送ってきます。合わせ

て、ロータリアンの方も1回分増えます。

【婆当:」痛置:′Fき 宅事】

Q)不 詳  (  )ポ ール・ハ

リス。フェローはロータリーの会:員でなくて

もなれるのですね。

A)山中討論リーダー ポール・ハリス・

フェローは 1,000ドル寄付して頂いたらそれ

を讃えるためのものですから誰でもなれます。

ベネファクターもしかりです。奥さんのこと

で言い忘オしましたが、ロータリアンが奥さん

のためにお金を出し、奥さんの名前で送ると

奥さんに称号が送られ、ロータリアンにも1

つ増えるということです。

A)岩倉 克治  (大阪鶴見) 当クラブ
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がスポンサーになって送り出した奨学生が恩

返しにということでポール・ハリス・フェロ

ーになってくれました。だから会員外でもな

れるということです。

Q)‐詞 II徳明  (吹田)準 フェローの

利用方法ですが、私は今から5年前に退会し、

再入会していますが、その場合前の分力沖l用

できるということですが、本人の意思に力ψヽ

わらず、理事会で決めてそれを他人に譲ると

いうことではなく、本人の意思を聞いた上で

理事会に諮ってはどうでしょうか。

A)山中討論リーダー できればそうして

頂くに越したことはありません。ただお亡く

なりになった場合は聞きようがありませんじ

ね。所在がよく分かっていれよ 聞くのが妥

当だと思います。 (今年 7月からは亡くなっ

た方の準フェローは他の人に継いでもらう事

は出来なくなりました)

Q)中西 和也  (箕面) ポール・ハリ

ス・フェローやマルチのバッジをつけるチャ

ンスはいつあります力ゝ 晩餐会だけですか。

A)山中討論リーダー アメリカの場合な

どは例会の度にして来ます。

Q)中西 和也 (箕面)そ れはよく知

っていますが、日本で地区としては何か推奨

されているやり方がありますか。

A)山中討論リーダー ありません。私は

できるだけ年次大会と地区協議会にはつけて

くるようにしていますがつい忘れます。

Q)中西 和也  (箕面) 何かエンカレ

ッジする方法を地区として考えられないのか。

A)山中討論リーダー これは日本人の性

格ではあまりおつけになりませんのでね。

Q)中西 和也  (箕面) 冠名奨学金で

すが、この奨学生の選択は寄付をした方、或

いは所属クラブに任せられるんですか。

A)山中討論リーダー それはそうでない

と思います。あなたが山中奨学生指命するの

ではないのです。山中奨学生が 1人ブックさ

れているということです。

Q)中西 和也  (箕面D しかしそれで

はあまり冠名の意味がないと思います。やは

り「山中奨学生であった誰 」々という言い方

にしないと。

A)山中討論リーダー もう一度それはサ

ービスセンターに聞いてみます。

日本にはめったに1万 ドル以上の大口寄付

はありませんが、アメリカや免税のあるとこ

ろでは大国がたくさんあります。大口をする

とクリスタル賞というのが届きます。当地区

ではお1人おられます。大回寄付というのも

あることをお覚えておいて下さい。

Q)火伏 義純 (東大阪)準 フェロー

で退会される方は、会社の支店長等で転勤に

よるもの力ぢ夕いと思います。その会社のあと

の支店長に継続してもらうというのが一番い

いと思います力ヽ その時に以前の準フェロー

の方のお名前|ま消えますね。

A)山中討論リーダー 消えます。

Q)火伏 義純  (東剰D そして新し

い方がなられて、その方がまた転勤されると

また次の方がなられると。そういう解釈でい

いのでしょうか。

A)山中討論リーダー お辞めになられた

方が、辞めたがそれだけは毎月 1∞ ドルずつ

送ると言われたらこれはその人の名前で残り

ます。部外の人でもかまいませんので。

先程の質問ですが資料がありましたので。

将来の個人的投資になり、特定の国、奨学生

の出身国、奨学金による研究分野は指定でき、

あなたの氏名、またはあなたが敬意を表した

い人の名前を奨学金に冠することになるとい
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うことで、特定の人に冠するとは書いてない

みたいです。

Q)中西 和也  (3薫面D ittπ」虫自て望足

学生を出しておられるクラブがたくさんあり

ますが、そういうところがこれに切り換えて

もあまリメリットがないということですね。

A)山中討論リーダー そうですね。これ

で見ますと。これに切り換えられたらどこか

でまた学生が1人できるだけですね。

Q)中西 和也  (箕面) と思いますね。

A)山中討論リーダー まだ分かりません

ので、一度聞いてみます。

<午 後 の 部 >

◆巨藪降委‐来見皇多少こ鍔
=当

還

ここつ い て ◆

阿部サプリーダー 財団活動は3つありま

九

・人道的プログラム

・教育的プログラム

・文化交流プログラム

ー般寄付の∞%シ ェアとして還元されたD

DFのほとんど全てを国際親善奨学金委員会

の方で使っています。これは国際親善使節と

しての義務を自覚し、非常に優秀な青年を世

界の大学へ送り出す仕事をしています。

◎財団親善奨学金

・ 1年間の奨学金 (1人当たり22,0∞ ド′D
・マルチ・イヤー (3年間の留学 3年で

器,0∞ ドスの

・短期研修

ロータリー財団奨学金を受けて行く奨学生

たちの使命というものについてオリエンテー

ションを行いますが、この教育も非常に大事

な我々の仕事です。

◎1997～98年度財団奨学生 選考試験

・ 5月 19日 1次試験 (応薪 田名

内36名合格)

・ 6月 2日  2次試験

(2名の合格者を出す予定)

人道的プログラムの方にDDFを使うよう

にと本部からの要請もあります力ヽ 世界理解

と平和の達成のためにはこの教育的プログラ

ムが一番有効であり価値のある活動だと私た

ちは信念を持っています。刷 プログラム

はWFの方でやって頂いて、こちらの方はあ

くまでも日本の青年たちを海外へ送り出し、

世界の教養を身に付けてもらう方か長期的に

見て、非常に大きなプラスになると思ってい

ますので、これを重点的にやっていきたいと

思います。

◎奨学生の選考基準

・指導能力と有能な指導者となる可能性

・留学先

募集学生には:志理ンに学を,第 1志望から第 5

志望まで書かせていますが、第 1志望に必ず

行けるとは限りません。第 4志望に決まれば

そこへ行くか奨学金を辞退することになりま

す。

当地区の方針としては1学年の奨学金に限

定しています。マルチ・イヤーを希望される

方はお断りしています。

私たちはよくオリエンテーションで、「ロ

ータリーはお金を出すがタダでなく、それに

対して義務がある」ということを言います。

向こうへ行き向こうのロータリークラプを通

じての国際親善の仕事や戻って来てからの後

輩の指導、アドバイス等をし、スポンサーク

ラブには向こうでの勉強の成果を報告する義

務があります。その点を非常に大事に考えて

います。皆さん方が推薦された学生がこの制
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度にのった場合には、充分な教育の指導をし

て頂きたいと思います。

◆GSE■ こ=⊃ い マr◆

橿村サプリーダー GSEのプログラムは

1965年にでき、 100カ国から 5,500チームが

参加し、これに要した補助金が 5,0∞万 ドル

です。大きな補助金を頂き実施していますの

で、その価値の大きさを認識して頂ければと

思います。

◎GSEの補助金

・格安の運賃 (出発地点～ヨ1嗜詢家Э

滞在費用は基本的に地区で面倒をみ、ホス

トファミリー等はロータリアンの好:意に甘え

るということになっています。

OGSEの目的

02つの地区で交換されるわけですから、社

会のあり方を研究し、学んでもらう。

・色々な機会を通じて永続的に友情を確立し

それを基にして世界平和に貢献する。

・できるだけ多くのロータリアンが参画し、

国際奉仕の実際的な実施の場にして頂く。

◎GSEについて

○条件

・青年男女で事業、或いは専門職に従事して

いる人。

・年齢、性別、配偶者の有無は間わない。

○構成

・メンバー 4名

・ リーダー 1名 (ロータリアン)合計5名

次年度は9980地区ニュージランドのダニー

レンとの交換が決定しています。 7月 ぐらい

から徐々にこの受け入れ、派遣についてのス

ケジュールを取りまとめていくことになりま

す。リーダー、或いは団員の募集力滞辞度早

々に始まると思います力ヽ 是非立派な方をご

推薦頂き、高い応募率で応募者が臨んで頂け

ればありがたいと思っています。

次年度の地区大会の時期を中心にして、派

遣、受入、両方が行われる格好になります。

次年度は26∞地区の地区大会が 4月 18日、

19日の予定ですので、これを中心に約5週間、

それから向こうの地区大会は6月 9日になっ

ていますので、それを中心に5週間となって

います。各クラブにはホームステイ、例会へ

の参加等色々なものをお願いすることになる

と思いますが、ご協力をお願いします。

できるだけ多くのロータリアンに参画して

頂くという意味で、次年度は各クラブから実

行委員を選ばせて頂きたいと思います。ロー

タリー財団委員長が実行委員になって頂けれ

ばありがたいと思います。実行委員長を通じ、

受け入れの色々な計画、実行を整備していき、

実施していきたいと思っています。

GSEは地区の中でもお金を喰う1つの制

度なので、それだけに実りのある仕事にして

いきたいと思いすので、よろしくご協力をお

願いします。

◆員オ歴ヨ1錯

=‐

ブてた彗重カ

に つ い て ◆

吉川サプリーダー 財団学友委員会では、

年に6回偶数月の第 1金曜日に会合を開催し

ています。私共の委員会、PSC(パ スト・

サービス eク ラブ)の会員を招きこれから留

学される人に情報を提供しています。

資料として当委員会より「 PSC活動報告」

と最近の4月 5日発行のPSC活動報告を入

れています。これを見て頂ければ大体どんな

ことをしているか分かって頂けると思います。

奨学生の制度がこの地区にでき、最初の方

が出られたのが1957年です。それから毎年 1
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名ないしは2名が出て行き、そのトータルが

10名になるまでに14年間かかっています。こ

こ7、 8年は毎年20名を送り出しています。

それだけ皆さんからの寄付が増えてきたこと

に起因します。

1975年に「学友会」ができました。学友会

の活動は途中で止まっていたこともあります

が、ここ5年ぐらい活発になり、年 6回の研

修も確立しました。次年度からは6回の研修

の内、12月 、2月、4月 ぐらいに集中的にや

り、その他の月は全員を呼んでやろうかとい

うことで活動は活発になってきています。留

学に関する基本的なマニュアルを早急に作り、

それを合格された奨学生に渡し、それで勉強

して頂き、問題点があればまた持ってきて頂

くという形にすることも計画しています。

優秀な帰国奨学生をそのままにしておくの

はもったいないので、財団月間を通じて各ク

ラブに卓話にに行かせて頂いています。

ロータリーの活動がここまで大きくなって

きたということは、やはり平和が続いたから

だと私はつくづく感じています。そういった

意味で国際平和の基本になる国際理解という

点では、これからの奨学生に対する我 の々ア

レ イヾス、奨学生のこれからの世界理解とい

うものは非常に大切だということをクラブに

お戻りにり、財団月間だけではなく、財団の

寄付が立派に活きていることを委員長さんか

らも色 お々話しを願いたいと思います。

阿部サプリーダー 奨学金委員会はこちら

から派遣するだけではなく、外国から文化研

修、短期の語学研修に来る方や向こうから来

る学生の受け入れもこちらでしています。

この10月 からYWCAの 日本語学校へ3カ

月の短期研修で 5名、 1年の大学への勉強に

2名合計 7名を26∞地区で受け入れることに

なっています。そのホストクラブ、カウンセ

ラーを至急決定して本部へ報告しなければな

りません。

箕面、豊中、吹田、大阪阿倍野、枚方、池

田、大阪この 7ク ラブにホストクラブをお願

いしたいと思いますので、至急顧問ロータリ

アンを決めてガバナー事務所にご連絡を頂き

たいと思います。

◆ポ リ オ ‐ プ ラ ス

プ ロ ク
゛
ラ ム ιこつ い て ◆

滝サプリーダー ポリオ撲滅に対する募金

は終わりましたが、ポリオ撲滅というのは、

そう簡単ではなく、2005年までにこれを撲滅

しょうということで 急遠委員会ができまし

た。

◎ポリオ・プラスに関しての文献

・「ロータリー財週田

・ロータリー財団問答

・みんなが貢献するロータリー財団

・ロータリーの友 1、 3、 4、 5月号

等に詳しく出ていますので、是非お読み頂

きたいと思います。

ポリオの撲滅は、ロータリーがやっている

わけではなく、その主力はWHOです。この

他に、ユニセフ、汎米保険機構、米国疾病対

策センター等に、世界のロータリアンが連係

し、各国の政府、岬 と密接に協力して

いるというのが現状であります。

RIでは、随分寄付金集められ、現在では

2億 4,700万 ドル以上になっております。こ

れは、ポリオワクチンを購入するために使わ

れていまして、19器年-93年の 5年間に、97

カ国で、約 5億人の児童にワクチンが接種さ

れました。ポリオが発生していない国は、19
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“

1年には85カ国しかなかったのに、10年経っ

1995年には、 16カ国でポリオが発生しなく

なっています。発展途上国の児童がどれくら

い免疫接種を受けているかというと、1990年

の始めには、80%ま でが予防接種を受けるよ

うになったということであります。

東南アジアには、予防接種をしていない国

がいくらもありまして、その内のベトナムか

ら少しお金を出してくれということで、当地

区より 150万円支出しました。その後、ネパ

ールから、予防接種の際に使用する四輪駆動

車を1台、寄付してくれということで、この

地区が担当することになっております。予算

的に足りませんので、地区の親睦委員長から、

「ポリオ撲滅」ということをキャンペーンに、

チャリティーショーをして、足りなもう は集

めましょうというご提案を受けております。

ポリオ撲滅はかなり成功を収めてきており

ますが、まだ免疫接種を受けていない国が20

%も残っているということです。ポリオ・プ

ラスは、始めたからには、ポリを撲滅するま

でやらないと、何の意味もなくなるわけです。

これからが、仕上げの勝負になるわけであり

ます。現在のところ、85カ国でポリオが発見

されております。これから東南アジア諸国に

おけるポリオ摺鋤触甕助がどうなるの力ヽ そこ

からどんな要請がくるのか、今後の当地区と

しての活動はこういうことに左右されるので

はないかと考えております。

ポリオが世界から姿を消すまで、やりかけ

たことは,続けなければならないし、簡単なこ

とではないと思、います
‐
力ヽ これはどうしても

やり通したいものであると念願します。

山中討論リーダー 日本にも子供にワクチ

ンを飲まさないお母さんがおられますが、菌

は東南アジアからどんどん入ってきます。地

区委員会の任務の一つに「恐ろしさを知らせ

て喚起する」というのもありますので、委員

長さん方のご協力を賜りたいと思います。

先程のバッジをつけるという話ですが、昼

食の時にエレクトに話をしましたら、月信に

書くということで「地区大会にはみんなマル

チのバッジをつけてきましょう。そうすれば

皆さん意識されるでしょうからそのように勧

めてみます」ということでした。

中西 和也 (箕面)相 当強く勧奨して

頂かないと。

山中討論リーダー そうですね。各クラブ

ヘのお願いをしませんとね。

RIはガバナーノミニーは必ず地区委員に

1年間なり、改めて最近のGSEの状況を勉

強してくれというぐらいGSEを重要視して

います。当地区ではDDFを使って2回目の

GSEを実施する考えは持っていません。

田中サプリーダー 今後の日程を申し上げ

ます。

・第1回クラブ委員長会議

9月器日 (土)於  YMCA
・第 2回クラブ委員長会議

12月 7日 (土)於 薬業年金会館

・奢じ建会

4月 18日 (金)

今日ご質問頂けなかった方にはまたお聞き

頂くということでよろしくお願いします。

山中討論リーダー 時間がなくなり、ご質

問頂けなくて申し訳ありません。どうか直接

ご質問があれば、おっしゃって]頁き、私で分

からないことは、日本サービスセンターの大

島さんや蔵並パストガバナー、隣の地区の中

島さん等にお聞きし、お返事します。

今日は長時間誠にありがとう存じました。

厚く御礼申し上げて終わりたいと思います。
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ラドし LL]三妻こ
=宇

豊 音BFヨ

討論リーダー

サプリーダー

サプリーダー

菅生 浩三 C大阪HD
(パストガバナー)

種田 憲次 (大阪住吉)

(パストガバナー)

渡辺 斌 (東大阪中)

<午 前 の 部 >

菅生討論リーダー 色々な情報の提供、交

換、或いは質疑、討論ということで、有効な

成果を上げて頂きたいと思います。

種田パストガバナーから奨学会活動に関し

ての基本的な、応用的な情報をご提供頂き、

その後で地区委員長の渡辺さんから現実の活

動の状況に関する情報、資料の説明等がある

と思います。どうかよくお聞き下さいまして、

ご参考にして頂きたいと思います。

米山記念奨学会は、我が国の民間の奨学財

団で最大規躾のものであると同時に我が国の

国際貢献の最右翼の一つと評せられ、日本の

ロータリーの組織に米山記念奨学活動が現存

していることは大変有意義であり、誇りであ

ると思います。

米山記念奨学会は、スタートでは東アジア

に限定された活動でしたが、私共の社会は日

一日と国際化していますし、教育というのは

社会形成活動ですので、教育自身がどんどん

国際化している状況です。その環境の中にあ

って米山活動も勢い国際化せざるを得ないと

いうのが現状だと思います。そういう意味で、

色々な課題を奨学会は負っていると思います。

我が国は、明治の教育以来、科学技術に偏

向した教育体系を取ってきており、その歪み

は、現状では一つも改善されていない状況だ

と思います。従いまして、私共の米山奨学活

動は、バックグラウンドでそういつた課題を

絶えず背負っていると思います。

奨学生は、自国を離れて我が国に来ていま

すが、我が国にいただけでは意味がなく、出

身の国を振り返るということが大切です。日

本の現状をよく批判的に理解し、自国のあり

方についても批判的に見る。そこに始めてロ

ータリーが目的とする平和というものの基本

が築かれていくのではないかと思います。

米山記念奨学会活動の生命は、世話クラブ

及びカウンセラーという制度があるというこ

とです。当地lXでも、ほとんどのクラブカψ」

外なく絶えずお世話を願うとい引則大にあり、

これが米山奨学会の活動の基本的なラインで

あると思います。

本日色々ご研修頂いた成果を早速活用して

頂き、クラブの米山活動のi蘭日医 立派な効

果を上げて頂きますことを念じて、ご挨拶と

させて頂きます。

種田サプリーダー 皆様のお手元の「地区

協議会要資料 (1996～1997年)」 に沿ってお

話しをします。

定款に該当するものとして、「寄付行為及

び施行細則」というのがあり、その中に目的、
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事業内容、理事数等が書いてあります。

1967年に財団法人米山記念奨学会は資本金

3,000万円で設立され、文部省の監督下に置

かれています。目的の「よってロータリーの

理想とする国際理解と親善に寄与すること」

というのは同じですが、前条は世界の状況が

変化するにつれて変わってきています。

1990年に「主としてアジア諸国」というの

が「主としてロータリークラブの所在する国、

または地域から勉学する」というふうに変更

になっています。変更すると世界どこの国で

もいいということになり、行き過ぎだという

ことで、以前にロータリークラブが所在する

国の留学生には適用しようということになっ

ています。

事業の方も最初は奨学金の支給とその目的

に達するための必要な事業でしたが、1973年

から「奨学生及びその出身地ロータリークラ

ブとの交友連絡」ということも追加されてい

ます。国内では「学友会」が、関東、関西、

西日本、北関東と4つあり、それを通じて奨

学生がOBになった後も連絡が取れるように

しています。

寄付行為の要点は「鰯)ロ ータリー米山記念、

奨学会は、勉学0研究を志して日本に在留し

ている外国人留学生に対し、国際理解と親善

を深めるために、全日本のロータリアンの寄

付金を財源として、奨学金を支給・援助する

民間最大の奨学団体です。」となっています。

現在奨学団体 1∞以上ありますが、米山奨学

金のように会員全員から募金を頂戴し、それ

を充当しているところはあまりありません。

皆さんの理解と協力により、現年度は 1,000

名という多くの奨学生を持つことができ、日

本の民間の最大の奨学団体になっています。

中曾根内閣の時に日本も海外への大きな意

味での投資ということで、20世紀末或いは21

世紀の初めまでには留学生を増やすべきだと

いうことで、国を挙げて「10万人計画に」取

り組みました。従って、対象者をどんどん増

やして、10万人になった場合、1万人ぐらい

は政府の文部省の奨学金にすると。あと9万

人は私費留学になるわけです。都道府県に協

力を要請する等して、この計画の実現に向け

て色々な面で努力してきました。1994年まで

はll蔭用に増えており、この計画の半分ぐらい

に達していましたが、94年あたりから増加が

少なくなってきました。昨年の 5月 1日で留

学生の総数が、53,847人で前年より∞人しか

増えていません。国費の留学生は 500人近く

増えましたが、私費の方は 300人ほど減って

います。

資料のP.4に奨学金制度というのが載って

います。

1.学部 (YU)奨学金

2.大学院 (YMD)奨学金

3.ク ラブ米山 (CY)奨学金

4.地区米山 (DisY)奨学金

5。 特男:レ檻山 (SY)奨学金

・ SY-1
発展途上国から来日する短期研修生に対

する奨学金 15名受入

受入団体 :ア ジア学院とPHD協会

・ SY-OB
米山奨学生で日本で博士号を取得して国

に戻り、さらに研究、教育を続け5年以

上経ってから短期の再留学をする人に与

える奨学金

・ SY― J(日本研究特男:味:LL麟
`鋤

外国の大学院などで日本研究を行ってい

る若い学者・研究者の研究活動を助成す

るため、日本に招へいする奨学金
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(1993年より試行|)

◎26∞地区受け入れ奨学生 51名

OYU、 YMD i新規16名 継続15名

・ DisY― B 新規7名 継続8名

・ SY-OB   2名
・ CY     3名
全国的に見ますと約 2,000あるクラプの内

780ク ラブが世話クラプをしております。当

地区では世話クラブを1回でもしたクラブは

81ク ラブ中bクラブです。次年度からは新し

いクラブも世話クラブに名乗り出てほしいと

思います。

◎組織と運営

・理事 (各地区から1名) 現在36名

・評議員 (各地区から3名)現在 102名

重要なことは理事会で決定後評議員会の了

承が必要です。

◎寄付金

・普通寄付金 会員 1人当たり 1,000円以上

(1餡ID

目標当地区 5,000円

平均 全国1  3,500円

当地区  5,500円

少ないクラブは理事会にかけて増額の検討

をよろしくお願いします。

奨学会,の方iか ら4半期毎に警訂寸のら剛鋼をi羞

ってきますので、特に注意して自分のクラブ

の状況を把握していって頂きたいと思います。

・地区の目標額 1人当たり 2万円

普通寄付だけでは足りませんので、残りを

特男l崎府て集めてもらいます。募金を増やす

ということも米山委員会の使命ですので、で

きるだけ特男:崎討金を増やす努力をして頂き

たいと思います。

◎表彰制度

メダルや楯を出していますが、 6,0∞万ぐ

らい年間で支弁しているので、力� りヽ過ぎだ

ということで、それをもっと奨学生の方に廻

すべきではないかという意見が出ています。

評議員会で決を得て、もう少し簡単なものに

するよう提案しています。

◎クラブ委員会の任務

・奨学会情報

(事業報告書、「よねやまだより」、「ロ

ータリーの友」、「ロータリーの友」英

語版箸諺ヽ 考娑淋斗として使って下さい)

10月 より次年度の奨学生の募集が始まりま

す。募集要項は各クラブに送付されますが、

申込書は直接大学にいきます。段 応々募者が

増え、現年度は 2,000人を超えましたので事

務的に煩雑で早く処理しないと各地区の選考

に間に合わないという状況です。それで次年

度から募集期間が10月 1日から7日 までと短

くなりました。

静岡の三.島に「米山記念館」というのがあ

りますが、現在の寄付行為の目的の中に「米

山記念館」というのは入ってないので、直接

投資をすると力、建物を建てるということに

皆様方からの寄付は使えないわけです。間接

的には色々と援助をするということでできる

範囲内でしかやっていません。梅吉さんのお

墓やいろんな資料もありますので、東京にで

も行かれる時にお時間があれば寄って頂いた

らありがたいと思っています。

このへんで終わらせて頂きます。また午後

から質疑応搭の時間があると思いますので、

何かあればその時にど質問下さい。

菅生討論リーダー 要するに委員会の仕事

と言いますのは、米山の資料のP.7に書かれ

ていることにつきます。こういったことを処

理して頂くには、種田さんからご提供頂いた
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情報を充分に理解した上で行動して頂きたい

と思います。

<書 訴麦 Cつ音Б>
菅生討論リーダー 昼からは、渡辺委員長

から「年次計画について」ということで、色

実々務的な解説があると思います。渡辺さん、

よろしくお願いします。

渡辺サプリーダー 年間のスケジュールそ

の他について説明し、それから質疑応答に入

つていきたいと思いますのでよろしくお願い

します。

◎配布資料

・米山奨学部門プログラム

・行事日程表

・クラブ米山奨学委員会のクラブ現状及び予

定

・関西学友会の小冊子 (2冊)

。ロータリー米山記念奨学会 (3枚)

現在81ク ラブですが、世言舌クラブの経験ク

ラブが74になりました。81ク ラブの内49ク ラ

ブで現在お世話頂いております。新規の奨学

生が決まりますと、地区の委員会では世話ク

ラプをお願いするわけですが、これが大変な

作業です。奨学生の足場の良いクラブに世話

クラプをお願いしていますが、断られるクラ

ブもあるわけです。昨年は8ク ラブ、本年は

2ク ラブありました。

大体月に1回奨学生が例会に出て来ますの

で、カウンセラーの方が親代わりになって頂

き、相談相手になって頂きたいと思います。

こないだのオリエンテーションで、新規の奨

学生に日本をよく理解して頂き、国際親善と

理解ということで誤解されている部分を払拭

したいということやそういうことは2年や 3

年で効果を求めるのは難しく、20隼 30年要

すると思う力ヽ 同じ日本の後世の若い人たち

と話し合える時に、心から馴解ができるよう

なことを楽しみに全国のロータリアンの皆さ

んはお金を出していることを申し上げました。

これ力燃 にあり、こういうことで世話ク

ラブを皆様にお願いするわけで、あまり断ら

れると非常に困ります。それと同時に快くお

引き受け頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。

〔地 区 活 動 計 画〕

◎募金目標

01人当たり2万円

(普通1寄付と特別寄付の合言十)

①普通寄付 1人当たり5千円以上

②特層[寄付 ・準功労者

・米山ファンドフェロー

・米山功労者

・準米山功労法人

・米山功労法人

◎1997年度米山奨学生選考試験について

①申込期間

1996年10月 1日 (火)～10月 7日 (月 )

C潅鈎酵禁沓  1996年11月

地区委員による資格審査と申込書チェック

③書類選考会議 1996年12月

専門委員 0地区委員により行う

C種醇曰鴨た 1997年 2月 Y奨学生

1997年 2月 DisY奨学生

C最終選考会議 1997年 2月下旬

専門委員、地区委員により行う

・専門委員 :文科系、理工系、医学系、専門

部門のロータリアン計6名

・地区委員:ガバナー、ガバナー・ノミニー

地区米」_漢学部F駆紫 ストガ

バナー、 (財)米山記念奨学会

地区担当理事、地区米山委員長
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一 の計5名

・クラブ米山奨学生 (CY)

申込受付

1996年 8月 1日 (木)～ 8月 15日 (木)

1996年 9月奨学期間終了者

1997年 3月 1日 (土D～ 3月 10日 (月 )

CYOSY-1 奨学金申込受付

◎米山月間 (10月 1日～10月 31日 )

・各クラブにおいて米山奨学委員長、米山奨

学生による卓話

・米山奨学事業への理解と特男:崎付への協力

をお願いする

・地区委員、米山奨学生、学友に対して卓話

の斡旋

◎1996年度米山奨学生 (1996年 4月～1997年

3.月 )

継続受給者  23名
新規奨学生  器名

クラブ米山   3名
SY-OB   2名

51名

◎在日米山学友会 (関西)への援助

米山奨学事業の発展に寄与することを目

的として設立された在日米山学友会を援助

し、現及び元米山奨学生間の交流を通じ、

その活動に積極的に参加する

◎行事日程

・ 6月 2日 (日 )

1995年在日米山奨学生学友会 (関iめ 、総

会及び新入生歓迎パーティー

・ 10月

米山奨学生レクリエーション 宝塚歌劇

「クラブ米山奨学委員会クラブ現状及び予

定」です力ヽ 昨年の12月 31日現在で結構です

ので、ご記入頂き 6月 5日までにガバナー事

務所までお送り下さい。

【

`暑

菱 発電 ′賢ヽ 宅事】

Q)青田 譲吹  υJttD '昔 :生パスト

ガバナーより奨学生の専F多湖開に、理工科

系が多いがそれ以外は少なく、これは一つの

問題ではないかという話がありましたが、現

在までの大体の数字結構ですので、専門分野

別にどの程度の比率で来ておられるか分かれ

ば教えて頂きたいと思います。

A)菅生討論リーダー 今ちょっと資料を

検討しておりますので。

Q)音田 譲次  υ覗耐D ラフなとこ

ろで結構です。

A)渡辺サプリーダー 1995学年度では、

文科系は 423名で、理科系が 429名、医学系

が8名、それに家政学というのが9名、情報

学 5名で合計 949と いうのが実績です。

Q)音田 議次  υ覗耐D ありがとう

ございます。ということは文科系も割合多い

ということですね。

A)渡辺サプリーダー 文科系 4器名の内

訳は人文関係が 1慇名、経済が 148名、教育

が91名、あとは福祉、法学、芸術となってい

ます。理科系は 4"名で内訳は工学 284名、

農学86名、理学59名。医学系は器名でお医者

さんの方の医学恥も1名、歯学が8名、薬学が

6名、保健学が8名です。

Q)音田
:議

次 (り覗頭D 今のお答え

に関連してです力ヽ これは採用された人の数

で、申込者となれば、比率とちょっと違うん

でしょうね。意識的に文科系と理科系を見ま

すとイープンになっているように思いました

んで。やはり偏らないようにという意図があ

る程度選考の時に働いているのですか。とい

うことは、申込者は理科系の方がうんと多い

という傾向はありますか。

A)種田サプリーダー 全国的には分かり
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ませんが、私たちの地区ではこれは難しいの

です。専門員というのが2名出ていて、理科

系統、文科系統、医学系統とそれぞれ10点満

点で点数を付けてもらいますが、文科系統と

理科系統は必ずしも標準が同じではないわけ

です。多少差があります。結果として応募の

多いところが全体の採用数としては多くなっ

てきます。特別な意図は全くございません。

A)菅生討論リーダー 今種田さんがおっ

しゃった通り、特別な作為はないと思います。

利力`理料系の方に少し偏っていると申し上

げたのは、文部省の大学教育的な文科、理科

という意味でなく、例えば文科の中には社会

科学も人文科学も入っていますが、これはど

ちらかと言えば理科系という感じを持ってい

ます。なぜこの問題に触れたかと言いますと、

科学的な学問というのは世界共通語で、各民

族や各国の独特な個性的な資質等にある程度

とらわれずに教育によって伝達できます。し

かし、その国固有の精神的な資質とか文化と

いうのは過去の集積だと思いますが、そうい

ったものは、科学的な合理的な伝達というの

は難しい。実際は世界理解、相互理解は、そ

ういったもの力選解できないと、科学的な面

でいくら疎通しても、決して理解というもの

にはならないというう意味で、米山の国際化

という点を考える視点では、理科系にバラン

スが偏っているように思うということです。

Q)水谷 弘 (東大阪東)初 歩的な

質問ですが、米山奨学会委員会は単独委員会

なのかそれとも4大奉仕委員会のどれに属す

るのか教えて頂きたいと思います。もう一点

は米山準功労者になられて、何か理由があっ

て退会された場合その方の後をメンバーの誰

かが引き継ぐという特例があるのでしょうか。

A)種田サプリーダー 地区によってはほ

とんど学生がいないので米山委員会を作って

いないクラブもありますが、大抵は4大奉仕

の国際奉仕の中に入れています。によブ

次の質問ですが、寄付が全部コンピュータ

ーに入れてありますので、これを変更するこ

とは難しく、米山の方としてはそういう処置

を取っておりません。

Q)水谷 弘 (東大阪東)米 山の目

標額が2万円になってくると財政負担が相当

力ψ っヽてきますので、そういう措置が今現在

取られてないのならいずれそういう方向に考

えて頂ければありがたいと思います。

A)菅生討論リーダー 綱領で奉仕部門は

4つということが決まっており、5つは作れ

ません。形の上では国際奉仕に入れておかれ

るのが妥当ではないかと思います。

途中まで寄付された実績の扱いですが、そ

れが引き継げないとしたら、奨学会の中に過

去の寄付分というのが残産しているわけです

ね。それはどのように経理処理されているの

でしょう力、

A)種田サプリーダー 1経理処理というと

分かりませんが、クラブの寄付により 1∞万

円を超えたらお礼をするとかありますね、そ

の金額の中には当然入ってきます。特別に経

理処理というのは、もうもらっているので、

また戻すということはできないと思います。

A)菅生討論リーダー いずれにせよ、今

ご質問にありましたように、残された方の意

思を継いで活かせるように努力するというの

は、一つのあり方かと思います。

Q)水谷  弘  (東大阪東)財 団では

そういうふうに扱ってもらっていますので、

こちらの方もよろしくお願いします。

Q)渡辺サプリーダー 寄付が随分たくさ

ん集まり、この寄付というのは普通寄付と特
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男I崎計寸との合計ですが、当地区では 6,000万

円を超えているクラブが大阪クラブと大阪南

クラブです。大阪東と大阪西南が 5,000万円

を超え 4,000万円を超えているのが、大阪北

と大阪難波です。 3,000万円を超えているク

ラブは10ク ラブほどあります。特別幅訂寸もよ

ろしくお1頭いしたいと思、いますも

Q)天羽 邦照  (大阪うっぼ) 今の寄

付の件ですが、普通寄付は理事会の承認を得

て 5,000円 なら 5,0∞円で会費と一緒に徴収

できるのかということと、特男I時付は任意で

あると解釈していますが、これも理事会で決

定し、1人 2万円とするのは可能かどうかと

いうことをお尋ねしたいと思います。

A)種田サプリーダー 特男:持付の性格か

ら言ってそれは無理だと思います。理事会で

全員が2万円寄付するということを決められ

たら、それは普通寄付が増えたと解釈されま

す。

A)菅生討論リーダー 普通寄付を理事会

で決議して、二律に全部徴収するというのは、

本来は寄付なのでよくないとは思いますが、

最低この程度はご無理をお願いしようという

許容限度として理事会の承認を取っておくと

いうことです。特男I爬諸寸は、全く任意のもの

だと思います。

Q)中村 暢秀  (大阪大淀|) 転勤者で

以前のロータリーでいくらか積み立てられ、

変わって来られた時それはどうなりますか。

A)種田サプリーダー 特男:幅話寸の方だと

思いますが、それは個人で寄付されているわ

けですから、クラブが変わりましたら前の金

額にプラスして計算することになっています。

Q)安田 嘉雄  (東阪大) カウンセラ

ーの件で渡辺様にお聞きしたいのですが、当

クラブで現暉度カウンセラーを非常に熱心に

して下さっていますが、費用の問題で奨学生

やその家族を懇親の食事に招待されたりして

います。今まで全部自腹を切っておられます。

クラブの予算で一つの枠を決めてその中でや

って頂いてはどうかと色 議々論していますが、

どういうふうになさっていますか。

A)渡辺サプリーダー この前のオリエン

テーションの時にカウンセラーには申し上げ

ましたが、実は本部よリクラブに3万円、例

会に奨学生が出席した時の食事もありますの

で補助の一部として送ってきます。カウンセ

ラーの方には2万円の補助金が出ます。これ

は渡し切りになりますのでご自由に使って頂

いて結構です。

地区の方にIJ」Xの活動資金があり、鐘

費とか学友会の援助金とかに使っています。

これは僅かしかありません。奨学生に対する

分については本部から補助金が出ますが使い

道は決められています。オリエンテーション

の費用、レクレーションの費用、歓送会の費

用等は本部からきます。

奨学生にあまりしてもらうと他の奨学生と

揉めることもあるので、補助金が出ている範

囲か少し出るくらいでお願いしたいと思いま

す。

Q)・吉川 明宏  (東阪大中) 奨学生の

受け入れの問題ですが、うちに2名の奨学生

が来ています。それで大体2名クラブで引き

受:け るのかと思っていました。引き受けない

ところもあるということですが、どういう理

由なんでしょう力、

A)渡辺サプリーダー 数年前までは1ク

ラブで2人とか3人とか引き受けてもらって

いたこともありますが、最近の歴代のガバナ

ーのご意向でなるべく平均的に皆さん経験し

て頂ければということで、奨学生の住居、学

-73-



校の近いクラブにお願いしています。

先程幹事部門の方で柏原さんに怒られたん

ですが、「うちで推薦したのに、隣の地区に

取られた」といぅことで。実は大阪教育大学

というのは、所在地が今度変わりましたので

大学の所在地のあるところの地区にいってし

まうということです。

A)種田サプリーダー 補足しますと米山

奨学生の学部を希望する人は募集範囲は一応

全国適用ですが、但し書きがあり「大韓民国、

及び中幸民国、台湾国籍のものはその大学の

所在地が茨:婉慰 東京都、神奈川県、愛知県、

京都府、大和川以北の大阪府、兵庫県、福岡

県の場合は適応しない」となっています。大

阪教育大学は柏原市にありますが、大和川よ

り南にあります。

よく研究してみますとDisYの奨学金制

度に「地区内に所在する学校に限る。その他

の応募資格については募集要項参照のこと」

と書かれています。これでみますと教育大学

は地区内に変わりないですから、こちらでや

るべきなのかなということです。

昨年までは推薦クラプのある地区で試験を

受けていましたが今年からは大学の所在地の

ある地区でやってくれということです。

これは大阪柏原ロータリークラブの方、ひ

とつ宿題にしておいて、来年度までにはっき

りと決めようと思います。

A)菅生討論リーダー 昼食の間にこの話

題が出て、柏原市の中に大和川が流れており、

南半分は隣の地区になるのかという疑いが出

ます。それはちょっと不自然で、柏原ロータ

リークラブのテリトリーである柏原市は、一

体として当地区の中に入っていると思います。

Q)渡辺 勝也  (大東中央)私 共のク

ラブは今年できました。今まで世話クラプを

していないクラブに対して、世話クラブにな

れるような訓練、教育というものをされたこ

とがありますか。そぅいぅシステムがありま

したか。

Q)種田サプリーダー システムとしては

ないですヵ、実地曰:陳で奨学生をお世話願う

と。その時に「カウンセラーの栞」を委員長、

或いはカウンセラーの方にお渡しすると。奨

学生には「奨学生の栞」というのがあります。

オリエンテーションを1回やり、その後はご

自分のクラブでやっていって頂くということ

になります。

世話クラブになられますと米山のことがよ

く分かり、いろんな面でクラブとしてもプラ

スになるのではないかと思います。

世話クラブをされているところにお願いで

す力` ローターアクトクラプをお持ちのとこ

ろは是非奨学生にローターアクトクラブヘ入

会するようお勧め下さい。ローターァクトそ

のものも国際的になり、奨学生が同国人を連

れて入ってきたりするので、活気づくと思い

ます。ローターァクトクラプのないところも

あるクラブに入れてもらうようにおl頭いして

ほしいと思います。米山がよリインターナシ

ョナルになるようご努力願いたいと思います。

A)菅生討論リーダー 最後のご質問です

が、要するに解説書に「世話クラブおよびカ

ウンセラー制度」という項がありますが、暖

かい心の:通い合った米山奨学会活動というこ

とになるかと思います。暖かい心の通い合う

という一点が正しく理解されていれlよ 自然

に行われる結論だと思いますし、カゥンセラ

ーの活動も同じことだと思います。

長時間ありがとうございました。これで本

日は終わらせて頂きます。
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>部 Fヨ 男り 協 1言義 会 要 l旨 幸艮 告 く

髪≧fミ書椰Fヨ

光信昌明サプリーダー (大阪城南)

まず地区運営に重要な地区予算、分担金に

っいて各会長のご賢同を得ました。これで地

区の運営ができるわけです。

次に村岡地区幹事より、ロータリーの理念

の歴史的な展開を詳細にご説明頂きました。

改めてロータリーの理念に対する認識を深め

ました。

その後、アンケート調査を集計分類して、

スライドを作成し、各項目について、説明を

加え、問題点を指摘し、ロータリーのあり方、

将来像、クラブ運営の問題点、ガバナー並び

に地区、RIに対する要望等 、々実に中身の

濃いご意見を賜り無事会長部門の協議会を終

了しました。

幹 1事部 Fヨ

松本良諄討論リーダー (大阪東)

私はロータリーとはロータリークラブであ

るという考え方から、クラブ会長と幹事は多

少の仕事、立場が違いますが一体となって、

奉仕のためにクラブが前向きに行くように活

動して頂きたいと申し上げました。

その中で幹事は人間関係、クラブ内の諸事

情に精通する必要がある。またそれだけの事

ができるという信頼を会員から受けているわ

けですから、1年間は仕事上の調整、健康管

理、家族の理解と協力のもと、真からロータ

リアンとして 1年間ご奉仕頂きたいと最初に

おl頭いしました。

アンケート調査結果より3点申し上げます。

Ql)幹事の色々な事務手続きや処理について

コンピューターイLその他の改善部分に

ついて、地区としてはどう考えるか。

A)改善する余地はある。将来的にその気に

なればスピードアップされると思う。

Q2)会費の値上げについて

A)4RCで値上げする。lRCで値下げす

る (年会費

“

万円を
"万

円にする)。

経費節減に努力する。ロータリアンの高

齢化に伴い値下げする方向を考える。

Q3)地区協議会開催の時期について

A)も う少し早い時期に開催してほしいとの

要望があったが、国際協議会開催後で、

地区協議会は開催できない。機会を得て

RIに連絡するようにしたい。
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ク ラ Fヨ

熊澤忠蒻討論リーダー (守 口)

次年度中川ガバナーの地区目標は、

◎ロータリー情報の推進

◎会員増強

◎グラスゴーヘの挑戦

津江規定情報サプリーダーからは、細則11

条の職業分類、会員選考の条文力切されてい

る力ヽ この委員会規定は存在する。会員選考

については、理事会が最終責任をもって決定

することを再確認しました。メークアップ期

間が2週間になったが、この特典については

プラス面もあるがマイナス面もあるので、ど

う活かされているか後程調査して報告すると

いうことです。

中井広報雑誌サプリーダーからは、 7月 20

日 (土)プラザホテルで朝日新聞文化委員の

講演会開催、板橋ロータリーの友委員長も出

席する。ロータリーカレンダーの再販を考え

る。これは板橋ロータリーの友委員長に相談

するということです。

山崎会員増強サプリーダーからは、 5月 17

日現在、5701人、 361人の増加、6.田 %の増

強率、17R Cで10%以上増強されました。34

地区で1位。次年度は6%の増強を目標にし、

女性会員の増強に重点をおくということです。

松本親睦サブリーダーからは、ロータリア

ンが逝去した時に、ガバナー名で弔電を打つ。

地区主催のゴルフ大会、野球大会を開催する。

女性会員は18R Cに入会しており、3月 2日

現在で 119名に増加しているということでし

た。

女性ロータリアンから「ロータリーという

のは女性実業家を育成する場だと認識してい

る」という言葉がありました。これに応えた

いものです。

型墜業霞華イ■増

“

Pョ

中野董夫討論リーダー (プ0む崩日)

嘲藻奉仕音rilοD7欠年度の活型計画は、

◎RIの 目指す職業奉仕の研究

C月餞業奉仕の事例のキ酵 とヽ研究

C月駿業奉仕月間奉仕の 腱゙

C晏諄鴨 職業凱麟:

C瀬泄‖購鵬腱橋談プログラム

◎インターアクト、ローターアクトとの麹 舌

◎交通安全推進プログラム

ボランティア委員会の次年度の活動計画は、

◎ロータリーボランティア登録の推進と増強

◎ロータリーボランテイアプロジェクトの実

施

◎災害時等緊急時対応マニュアル検討委員会

の翻 惨 加

久我サプリーダーと岡本剋寺郎サプリーダ

ーから説明を頂き、バズセッション形式で I

Mの 8組に分かれてそれぞれ活発な討論が行

われました。テーマは、

(癖議健斡療用に対してロータリアンとして

何ができるか

(2清少年の雇用に対してロータリアンとして

何ができるか

(3界国人労働者に対してロータリアンとして

どんなサービスができるか

(4)ク ラプの中でのロータリーボランティア委

員会の役割と位置づけについて

(5)ロータリーボランティア登籠の拡大につい

て

(6)ロータリーポランテイアプロジェクトの開

発とクラプ内委員会、他クラブとの協力

(7)自然災害に対してのロータリーとしての活

動計画とマニュアルの必要性について

(8)ロータリーボランティアとフィランスロピ

ーについて
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ネ土髪¥華封」L音

“

Fヨ

大森 慈祥討論リーダー (茨 木)

まず、私から社会奉仕とロータリーについ

て、特に決議23-34についてお話しまし

た。

次に、阪神大震災の活動について話があり、

「ふれあいとぬくもり」というテーマで、大

阪府下の

“

歳以上の被災者を招待して行われ

ましたイベントの報告を田中実行委員長から

頂きました。 (307名参加)

櫻井環境保全委員長から、当地区の報告と

環境問題についてお話し頂きました。

大橋社会奉仕委員長からは、各RCの継続

している社会奉仕活動、或いは今後予定され

ている社会奉仕活動の計画等をお聞きしまし

た。

次年度は素晴らしいクラプの社会奉仕活動

が実践されることでしょう。

EEll撃崇:ヨ事ニイ:ir弓昔

“

Fヨ

古田敬三討論リーダー (大 阪)

まず、私から国籍謝 :委員長に任命された

皆さん方が、クラプの皆さんにやる気を起こ

させること。そのために大切なのはコミュニ

ケーションであり、一緒になって奉仕活動を

しようとする委員の皆さんと、情報、アイデ

ア、意見を交換することが必要であると申し

上げました。その意見を集約して実行をする

ことが委員長の任務であるということです。

国際奉仕委員長の目標は、世界中のロータ

リアン及び二般の人々にも共に分かち合うこ

とのできる共通の国際活動に会員一人ひとり

を参加させることにあるということを強調し

ました。

毛利サプリーダーからは、国際青少年交換

は優秀な青少年を海外に派遣すると同時に、

他国の文化を吸収させることによって世界理

解を推進し、青少年の経験を豊かにするもの

であり、当計画を推進するために1人3,∞0

円の拠出をお願いしました。

吉川サプリーダーからは、世界社会奉仕 (

WCS)の実施について、クラブで適当なプ

ロジェクトが無い場合は、地区へ@a000×

会員数の金額を拠出して頂き、東南アジアを

中心とする飢餓、疾病、貧困に苦しむ人々に

援助するということで、本年 1月 にフィリピ

ン、インド、バングラディシュのスラム視察

等の話とスライドを上1映しました。

小山サプリーダーからは、国際交流平和委

員会についてと、姉妹クラブ、友好クラプを

締結している各クラプの実状、又未締結クラ

ブは締結するようにということ、更に国際大

会参加への勧誘と、本年10月 に開催されるア

ジア地域大会には一人でも多くのロータリア

ンが参加されるよう呼びかけられました。

-77-



□ ― タ リ ー 員オEヨ書
「

Fヨ

山中文和討論リーダー (大阪南)

財団には6つの小委員会がありますので、

その小委員会について各担当サブリーダーか

ら説明を頂きました。

GSEについては、今年度はプラジル、サ

ンパウロ地区と交換しており、現在当地区に

滞在されています。日本チームは5月 18日 に

出発し、 6月 18日 に帰国します。次年度はニ

ュージーランドのデニーデン地区との交換が

決定しています。

財団学友委員会が活発に行われています。

2カ月に1回国際交流センターで会合を開い

ており、先輩がこれから出発する後輩たちに

あちらの学校のこと、アパートのこと、書類

等について指導、支援しています。

また、貴蛭ζ尺会 1日 日の「アジアにおける

日本の怨繕l山 と題してパネルディスカッショ

ンが行われ席上で、どこかの国のパネラーが

「ロータリアンの偉い人の紹介でないと合格

しない」と言っていましたが、そういうこと

は決してありませんので、どんどんご推薦頂

きますようお願いします。

ポリオについては、大阪市内でも日本には

既にポリオが無いということで、ワクチンを

投与させない母親がいるそうです力ヽ 東南ア

ジア等では圏 していませんので、わずかな

ウィルスでも日本に上陸しますので、ポリオ

委員会では啓蒙活動を強化していく方針です。

今後共ロータリー財団へのご支援をよろし

くお願いします。

うに 1_LI」棄 1学:剖ζFヨ

渡辺 斌サプリーダー (東大阪中)

午前の部では、菅生討論リーダーから米山

奨学会の歴史的な成り立ちや活動について、

また奨学会の抱える教育のグローバル化に伴

う幾多の問題点や世話クラブ、カウンセラー

制度の重要性についての基本的な考え方の話

がありました。

次に、米山記念奨学会の常務理事でもあり

ます種田サプリーダーからは、米山記念奨学

会について、その意義、現況、システムの詳

細説明を頂きました。従来から主としてアジ

ア諸国という銘文が入っていまして来日留学

生を対象としていました目的の案文について、

これをもっと広げて世界中に対象が広まった

経緯等の説明がありました。これらを認識し

て頂きました。

午後の部では、世話クラブの現状と、:新年

度の計画、選考試験、諸行事の日程、各クラ

ブの現況報告をガバナー事務所へ提出して頂

くこと。それから米山奨学生の学友会関西、

また全国の学友会についての説明がありまし

た。

新年度の寄付目標額は、普通寄付 1人当た

り=5,000円、特男:熙諸寸を合計して20,0∞ 円

以.上をお1頭いしました。

質疑応答では、世話クラブの全会員の皆さ

んとカウンセラーのロータリアンの選考に関

する文科系、理工系、医系の割合だと力、 奨

学生に対する接し方、募金や国際理解と親善

への努力の大切さにといても話し合われまし

た。
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次期ル ナヾー 劇 |1章三 伏飯腕菊)

本日は長時間ありがとうございました。

先般のPETSの時には会長エレクトの方

ば々かりでしたが、今日は幹事はじめ出席義

務者の各委員長力‐堂に会し、次年度のクラ

プを運営していく心がまえを持って頂くため

に開かれる研修会でございます。

私もこの 7月でガバナーノミニーとしての

修行が終わり、やれやれといったところです

が、 6月 中旬にはカルガリーの国際大会に出

席し「ガバナーエレクト」として承認を頂き

ます。そしていよいよ7月からガバナーとし

てスタートするわけで、どうかよろしくお願

い致します。

各請 り:倭1員会では、熱心に討議して頂き

まして、ありがとうございました。1私は会長

部門に出席したのでづが、アンケート調査結

果をスライド使って発表されました。それに

よりますと、

1.ロータリーとは何か

・職米人の集まりである -36ク ラブ

・奉仕する人の集まりである-33
0指導的立場にある人の集まりである-8
2.ロータリーはこれでよいのか

・職業倫理の強調 -37ク ラブ

・会員増強、財団寄付、職業倫理の両方 ―

37

・ これでよい -17
ジアイRI会長エレクトは、

○職業奉仕の質の向上

○会員増強

○ロータリー財団への寄付

をうたっておられます。

3.ロータリーの活性化について

・委員会活動 ― 器クラブ

・会員増強 -23
0親睦活動 -20
・例  会 -16

会員を増強することによって委員会活動も

親睦活動も例会も盛んになってくると思いま

す。これらのフンケート結果を見せて頂いて

いますと、ロータリーについては皆さんよく

お分かりになっていることと思います。

皆さんには、「増強、増強」と喧しく言う

ようになってきましたが、やはり増強なくし

てはRIや地区、クラプの成果はあり得ない

と思っていますので、よろしくお願い申し上

げます。

情報の推進については、これを推進して頂

くことによって、クラブの隅に座っておられ

るマンネリ会員とか休眠会員とかを正面に引

っ張り出して頂いて、奉仕活動の活性化を図

って頂くようにお願い致します。

新年度には、皆さん方からの熱きご支援と

ご協力をお願い致します。
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月斤 月婆

ル サ ー 黛鐸 忠嘱 侍 口)

本日の出席は 90。 74%で、皆様のご熱意が

伺えます。また運営も非常に見事で、大阪城

南RCの皆様のご苦労に感謝申し上げます。

中川次年度ガバナーの次年度の方針は、非

常に説得力のある、要領を得たお話でさすが

アナハイムで真面目に研修を受けて来られた

と、敬服致しております。また、ガバナーの

意欲と信念を疲労して頂きまして、非常に頼

もしく存じます。お顔を拝見しますと「仏の

中川」というイメージがしました。そしてご

健康そうで、一番安心しました。

ロータリーの広報については、地区大会の

1日 目のシンポジウムで6名の外国人留学生

が出席し、インドネシアからの留学生がポリ

オ撲滅に関してロータリーが非常に貢献して

いることを知っているかと聞きますと、他の

留学生は全員「知らない」と答えました。ま

た米山奨学生制度について聞きますと、「知

っている」「しかしそれがロータリー精神か

ら成っていることは知らない」「あれはロー

タリアンの偉い人の推薦があると合格する」

「我 貧々乏人は日本に留学してアフレ イヾトを

しているので、ロータリーの偉い人を知らな

いので合格しない。非常に不公平な制度であ

る」とまで言いました。彼は本音を言ったと

思います。そこで司会の道上さんが「相互理

解というものは、向こうが理解していないと

いうことを咎めるべきではなく、我 が々如何

に理解させるかという努力が必要である」と

おっしゃいました。正にその通りだと思いま

す。

こういう意味でも、私はPRということ。

ロータリーの活動をマスコミを通じて広報す

ることが大切であると考えています。

次年度のRIのテーマは 増縫け未来を 行

動力と先見の眼で"ということで、このテー

マの中にも、慈愛の奉仕・真′色
`)行

動・平和

に挺身が含まれていると思います。「未来は

今ここでっくられる」とおっしゃいました。

私はここであえて何も説明せずに

“

04年は今

ここでつくられるということで、私のご挨拶

にさせて頂きます。ありがとうございました。
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閉 会 の 挨 拶

題 玉協議 舗 倭 員長

武 田 繁 治 (大阪城南)

ホストクラブを代表致しまして、一言御礼

を申し上げます。

本日は早朝より長時間にわたり次年度のた

めの研修ご苦労様でした。これを以て1996～

'97年度の地区協議会のプログラムは無事終

了致しました。これは熊澤ガバナーをはじめ

ご来賓のパストガバナー、部Fり 11リ ーダー、

サプリーダーの方 の々よきご指導と本日ご出

席の皆様方のご支援とご協力によるものと、

深く感謝申し上げます。

また、本日の準備、運営につきましては種

不々行き届きの点、多々あったかと存じます

が、ロータリーの友情と寛容の心でお許しを

頂きたいと思います。

いよいよ来る7月 より中川ガバナーの年度

となり1996～'97年の国際ロータリーのテー

マは 1築け未来を 行動力と先見の眼で'と

いうことであります。

日本を含め世界は今、民族・部族の対立と

地域紛争による難民問題、地球の環境汚染と

食糧事情の悪化、′己の荒廃による青少年の非

行問題等々、難しい問題に直面している現状

に真に時宜を得た至言だと、私は思っており

ます。

各クラプの次年度の役員の皆様には、地区

協議会の成果を基に各部門においてご活躍さ

れることをご期待申し上げまして、甚だ簡単

ではございますが、閉会のご挨拶とさせて頂

きます。本日はありがとうございました。
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文中 敬称を略させて頂きました。

尚、この記録はすべて当日会場において
録音したテープから編集したものです。
紙面の都合上、要旨に留めております。
何卒あしからずご了承下さいますようお
願い申し上げます。





地 区 協 議 会 参 カロ 者  (Ro C)

ガバナー

次期ガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー

パストガバナー
パストガバナー
パストガバナー
パストガバナー

直前ガバナー

サプリーダー
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サブリーダー
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サプリーダー
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サブリーダー
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サプリーダー
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サブリーダー

(守  日)

(大阪城南 )

(池  田)

(大阪住吉 )

(八  尾 )

(東 大 阪 )

(吹  田 )

(大 阪 東 )

(大  阪 )

(大阪西北 )

(大阪西南 )

(大 阪 北 )

(大 阪 南)

(茨  木 )

(大阪阪南 )

(討論リーダー)

(討論リーダー)

(サプ リー ダ ー )(米山記念奨学会地区担当理事)

(地区研修 リーダー)

(討論リーダー)

(討論 リーダー)

(討論リーダー)

(討論リーダー)

(討論リーダー)

(討論リーダー)

次期地区代表幹事

次期地区幹事

次期地区財務委員長

次期地区会員増強委員長

次期地区広報雑誌委員長

次期地区規定情報委員長

次期地区親睦活動委員長

次期地区職業奉仕委員長

次期地区ボランティア委員長

次期地区社会奉仕委員長

次期地区環境保全委員長

次期地区世界社会奉仕委員長

次期地区青少年交換委員長

次期地区国際交流・平和委員長

次期地区財団情報委員長

次期地区財団増進委員長

次期地区財団国際親善奨学金委員長

次期地区研究グループ交換委員長

次期地区財団学友委員長

次期地区ポリオプラス委員長

次期地区米山奨学委員長
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(東大阪東 )
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(枚  方 )

(大阪鶴見 )

(摂  津 )

(東大阪東 )

(大 阪 南 )

(東大阪中)



地 区 協 議 会 参 カロ 者    (R.C)

次期地区財務委員会

委員長 横 溝 美 良 (大阪城南)

中 谷 隆 三 (守  日) 梅 崎 道 夫 (大阪城南)

次 期 地 区 幹 事

光 信 昌 明 (大阪城南)

(大阪城南)

(大阪城南 )

(大阪城南 )

(大阪城南)

(大阪東南)
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部
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(大阪城南 )

(大阪城南 )

(大阪城南 )

(大阪城南 )

(大 阪 東 )

(大阪東南 )

(大阪城南 )

(大阪城南 )

(大阪城南 )

(大阪城南 )

(大阪阪南 )

,



出  席  者
部門別

クラブ名
会  長 幹  事 クラブ奉仕 職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕

ロータリー

財   団
米山奨学

D

H

N

0

Ｋ

　
　
　
　
Ｍ

1大    東

1大 東 中 央

東 大 阪

東 大 阪 束

東 大 阪 中

東 大 阪 西

枚    方

枚 方 くす は

茨   本

茨  本  東
|

荘
木
‖

|

池 l‖ くれ は

1箕 面 中 央

11丁      1:

1寝  屋 川

寝 屋 川 東

大   阪

大阪 阿倍 野

大阪ちゃやまち

大 阪 中 央
|

大 阪 堂 島|

大 販 販 市
|

1大  阪  束

1大
阪 末 淀

大 阪 平 野

大 阪 本 町

大阪イブニング

大  阪  城

大 阪 城 南

大 阪 城 東 |

大 阪 柚 原
|

大 阪 北

大阪北梅 |‖

大 阪 北 淀

大阪御 堂筋

大 阪  南

大阪 み な と

l“ l 共

交 野

箕 面

同本‖出十

柿木 清 :」

l‖中 健次

金子 泰輌

近藤  力

吉江 慶晃

今争l:  弘

1:  ―‐11

岡村 末雄

越澤 弘昭

樹 ド  稔

北林 成11・

中川 fi郎

■‖l 進彦

奥  嘉隆

片山 二郎

北島 清光

:栞|,! ,″ ・

高木 二郎

盛国 健占

寺‖l 和之

木村雅太郎

′ι崎健太郎

ri■= 教稚

沖本 洋一

四碇 行雄 |

藤りi= 邦大 |

豊ん 芳治
|

塚 |‖

中森

足立

加藤

遠‖l

小松

西尾

liり l=

神I‖

川内

束

海堀

石|‖

凛 策

夫夫

牧り!

勉

義 ||“

弘人

寛一

」l:裕

耕面

忠怖

芳機

寅
‐

土 ・
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橋本 康夫

松田 重夫

寺田 秀興

‖笠 ‖″男

松尾  治

ネ

“

ll!  」[‖召

富Ш  ;"

簡  仁一

塩谷嘉太郎

野地 施夫

藤川 隆治

林  克彦

今村 洋二

木 ド 久則

村‖: 勝彦

川村 智 ・

疋‖! 茂雄

神戸 |:′

`り

lι

オ:城 宏 :」

立野 純三

盛本 孝11

古|」 英志

飯‖1 精二

十日精一郎

畑  良隆
|

山本 武男 |

典 ド 豊一
|

久 ド井 ‖71

綺腱りIl ]:り ,

新家 政延

長友 滋尊

柳ノ|: 住洋

城戸 宏崚

|‖ 中 義男

阪11 普雄

lI同 泰雄

伊藤 清 ‐

氏原 毅」:

武l」 太郎

山本 社三

1永‖!  崇

1西
‖l 富美

松村 昌美

表  康之

西村 啓三

高Ib 政康

三村雄太郎

井11 清剛

野11 健一

着林 三雄

寺本 利和

仁木 在久

富
‐
ド 博史

木l」  正

石

“

! 佐夫

林  喜英

ll野 弘之

楠ネ:1  書

木村 陸:朗

北本  りl

立松 敬一

三柄 :“ Iり
l

青木 民り〕

大鶴 舜久

青川 博通

宇‖1 寿彦

古同 清輝

櫨山  繁 |

小谷 義弘
|

平川 忠一

講崎 元―‐

仲堅  勝

l司崎 桂 :1

洒リト  宏

森  栄・

宙‖l

」L

妙中

金「 |

伊坂

中島

進

耕一

幹ツ;

勝弘

泰治

成郎

鷺森  董

内‖I 健彦

宮‖l 清士

喜ユ! 敏雄

宮‖1 照ツ:

栗和田朱一

多l川  高利

吾郷 泰廣

長澤 利治

松尾 泰博

村‖I  昭

岸」: 宏・」

中堂 式賢

永りl: 博之

九野  務

川喘 崇旦

加藤 成一

阪ll  l舅

I‖辺 和宏

柳澤  it

今市 憲作

河野 省三

山 F 達雄

小出 隆昭

1ヒ  研次

細川壽太郎

大原 健11

浅‖」 茂

喜多 克己

中lU 安彦

青谷金十光

同‖! 秀一

楊川 輌古

本村 11民

岸  太郎

渋谷 紋郎

古原 雅郎

古村 孝治

福井忠一郎

新l対 信之

藤原 発三

福井  寛

伊油 規 F

南  勝喜

北村 充彦

原 l」 隆夫

1:泄! 清敬

宮‖1 久嘉

原‖1 武大

金‖! 態幸

lt本 年正

中西 隆英

山11 正之

福田 公二

秋山 哲大

加地 1"郎

瀧瀬 尚崚

星野 泰之

エリ|= 満司

rl升祥 郎́

西椰 智雄

市川  宏

小西 浩二

小林  孝

束  秀行

福光 通人

笠り|= 勝LI

中‖! 尚文
|

坂本

川上

安藤

赤根

辻中

小森

橋本

高井

伊藤

斉藤

篠1懸

米山

岩‖|

藤‖|

旭

普
`1

'lt雄

贅治

lり:^

康雄

颯明

康伊

佐大

義博

隆弘

繁

宙造

」l:‖′:

1川 」̂. 輩宏

1和
気 夫夫

坂力= 孝彦

島  顕竹

西‖: 誠一

松リト  繁

水尾 祥一

理:Ц  毅

寺野 価りl

城谷  星

都田 慶一

海連 忠治

長嶋 貞孝

仲り|= 光大

加藤 秀逸

藤り|= 松夫

芝  盛久

中国 直樹

内‖: 忠二

桜り!=  敏

柴‖1 弘文

柳本悠紀 r

林  誠 ‐

檀村 甚久

梅本  弘

中谷 磁石

大森 富夫

飯‖! 常俊 |

須′: 弘昭

伊藤浩一郎

原野 ‖

“

大

|‖中 俊り;

坂本 孝:1

北村 寛治

岩井‖! 洋

松本 進也

三島 忠夫

■I  作郎

近藤 掟司

演|: 廣海

前‖: 薬 r

機本 忠男

岩本 静江

火伏 義純

‐山本 峰雄

八木 利幸

前田 進輔

丼_li 千次

谷本  を

‐加藤  11

増本  ■

別戯 了一

:|:   カ

室木 啓 ‐

瀬越  賛

溝辺 りl大

中西 和也

l‖富 信産

川蟷 義孝

平‖1 大一

渡辺 亨次

銭高  善́

同付 11起

小松 議一

浜崎 "・

下村 ―‐穂

服部 νЧ郎

中+オ育:1劇 S

西村  賞

友定 弘蔵

小野 ―郎

小松 大二

生駒 純 ‐

石浜 雪大

辻谷  弘

西l可 哲也

野村順一部

|‖ 辺 嘉之

辻本 嘉助

尾■ 彰廣

警生清左衛円

苅‖1  修

森山

渡辺

安田

水谷

古川

角井

越智

泉谷

橋本

版上

櫻井

篠原

溝 |:

高橋

'可

‖:

信 ・

勝也

嘉雄

弘

明宏

勝美

辛雄

補夫

秀雄

博史

彰

克明

雅貴

英雄

誠彦

為永 清I

岸本功l ・1ド

小野山 攻

下牧 I彦

井上 幸治

青||: 文●L

得‖l 'り:(蔵

戸嶋 秀りl

笹木 秀雄

藤本兵一郎

繊井治一郎

中升 梅雄

玉丼二貴男

森  |!l雄

新宅 悦治

波多野十遺

古阪  金

杉原  茂

野村 裕二

柴!‖ 栄久

古‖1 譲次

筏  純 ・

立川 陥蔵

西辻  殺

三原 十二

冨  道雄
(登録名簿 %年 5月 24‖ 現在)



米山奨学
ロータリー

財   団社会奉仕 国際奉仕
部門別

クラブ奉仕 職業奉仕会  長 幹  事

クラブ名

針谷 紘 ・

11屋   1:l

貝江   ケl・

II[キ l  il11 1

同本 lli本

浅桐 紀元

武宙 貞紋

高松 仲li

rl嶋 他り〕

:〔l「l 材i lil

甚‖1 降康

広二b 一光

占森  浩

中西 英 r

lり ll 興一

伊藤 英り}

谷本 上三

:卜 野 正仁

内藤 稚牧

岩倉 克治

lf中庭 成和

1中村  11i明

福本 社
~1

佐藤 輝り〕

小谷  泰

望‖I 能弘

本村快 ・郎

市川 徳明

北村 康栄

阪本 勝彦

山11  誠

川村  俊

川合 宏宣

中本 三省

光本 義 ・

齊城 l11之

赤

　

Ｌ
ｉ
　

台

　

段

プ

拓

節

凛

藤
　
藤
　
　
　
杉

伊

後

泉

白

中筋  修 |

源  尚111

小鍛冶雄皓 |

岩本 樹雄

大森  周

橋本 孝司

:!:キ1  暢秀

大田 正直

同本 行善

山Fi 武義

小山 章松

I‖中  等

村瀬 秦司

寺本美津子

大ネ1  司

前川 正信

安‖: 義治

松中 隆雄

多‖1 龍弘

小堀 浄孝

飯‖: 正大

増
":  

満

1天羽 邦照

石口1  勲

坂口 健

小林  進

平井  一

大山

本下

西
'1

九:|:

近森

出埜

佐伯

熊谷

波‖|

ユ野

下城

来 :1

長t'(

武司

喜昭

哲

使郎

信人

泰夫

満彦

常一

英機

嘉

"
園

晏己

徳治

斉藤 静

"
飯‖1 燿i雅

浜本志磨雄

葉111 泰弘

前I‖ 節ノ助

山本 健三

橋本 社:り
I

河枷∫ 悦子

|‖中 潤治

武‖l 元彦

河野 利一

:1カ 1 辰蔵

八|‖睦奥雄

岸‖: 種一

片l:: 一歩

前川彦右衛l口 |

赤本 願一

西原 好―・

lll口  穆

須‖|口市劇

1高
": 

新 ・

1木村 正紀

梶  元英

同‖l 義昭

岩崎 熙教

神‖l 保虜

山内 紀之

柳川 義行

全予 武夫

仲辻  章

舛井 英二

松浦 寛法

花崎 勝行

市坂 和―‐

海堀 正章

羽渕 ―‐司

横山 昌弘

大槻美佐夫

木村  信

円‖I 徳一

早瀬 克じ
|

久保  勇

茶珍 位彦

葛城 健二

中西 洋介

矢野 信夫

細水 絡夫

釜日 正大

小松  清

小川 嘉誉

若原 一之

福西 幸大

大岡 弘治

石‖1 和子

西‖! 教宣

飯原 弘章

坂本 一民

杉本 源術
|

1高木正一郎

1式内 教治

梅名 茂ツ〕
|

高橋 一郎
|

河  書一 |

声原 義倫

伊藤  誠

田:l: 康造

中川 法政

小島 義平

輌本 淑子

田1: 忠正

岸l‖喜八郎

橋本 雅央

早瀬  徹

市力! 豊治

古内 敏光

中埜  肇

西11 尚通

1寺坂 軒之

1戸[:構次

橋本  隆

矢|‖ 一り
|

藪輛 鷲夫

伯りl=  守

片l司 洋一

藪rF 」11年

田村 和之

森 廣太郎

成:|:  肇

羽|‖ 収治

露日 住彦

丼上   lり !

鴻FF 精彦

!‖ 中  」11‐

永りl= 掟=r

栗|■ 仁宏

小室  1「

小倉  裕

柳川瀬隆夫

森脇  隆

内‖:  欧

1徳‖l 喜昭

||ll本平八郎

奥山 泰弘 |

板野 桂吾

~1浦
 喜温

鶴見 方令

三原 初り,

中澤 保夫

澤田 敏lり1

輌本 義臣

大西  滋

辻野 暁一

山本 和成

坂本部三大

鈴木 弁適

清水 敏之

高橋 貞大

松村 匡浩

矢ib 正孝

菅村 信造

小竹 靖 1

布谷 勇之

森  正博

前‖: 孝大

壇‖l ・大

湊  稚俊

小谷 工勝

釜中  りl

尾下 千明

河村 英之

北野 勝己

小鳴 秀夫

廣江|: ,蘭 り;

鶴‖l 」■信

松り|= 信博

上野  位

足立 三朗

平尾 一平

山本 林三

:li嶋 英貴

1大西 祐造

帝生

中山

片桐

依‖1

西島

多‖l

本村

小野

木 ド

入野

樋 :1

久保

勝本

坂本

寺村

長澤

加藤

福家
|
1原 ‖|

暴

重積

11光

平

夫信

茂昭

義雄

雅章

通之

敏夫

通夫

俊行

保

英一

幸雄

彰

隆

克彦

隆光

人坂布一郎

澤りl=  稔

庄野  数

佐野 静大

神崎  茂

丼澤 正光

大‖l  寛

水谷 幸孝

杉本  侃

丼_ll 良昭

新‖l fり :

上野 女r清

桑

":  
潔

新宅久美子

中辻 忠ツ,

三木 敏り;

高松 貞彦

占1ll  進

1榛木登司雄

1小 ||: 義之

松「
l  晉

山本  教

本下 彎!之

杉本 二郎

新原 健市

門|‖孝二郎

田村 成明

和III 弘毅

辻村 保雄

二村 昌平

細谷 光彦

根li: 宏邦

古澤 照清

川田 治彦

上田 卓也

松‖l  隆

臭村 量之

森川  勝

1松11 -良

1辻  吉■l

LFF 弘也 |

寺本 年範

恵美奈博光

林   ‐良

Hl邊 純一

立川 俊一

本村 利雄

鈴木 邦彦

藤サ|= 進次

品川  潔

村本 正lり
l

市‖1 芳一

加納 1喘彦

野村 浩司

宮後  浩

松村  武

寺柚伊左衛円

家‖1 成大

前nl 敏弘

浮舟 邦彦

賓‖1 重幸

1谷本  りl

中西 克巳

磯‖1欣二

Fl丼  弘行

中片 清 [il

築‖l  り;

稲本 人治

長谷川良人

り|=ll  隆

ノ!i駒 俊雄

村 11 ラι昭

坂本 信人

橋‖1  進

北村 恭一

小‖1 泰義

淵端  孟

松本新太郎

橋本 道大

八本清二郎

T

Y

大阪 中 之 島 |

大 阪 難 波 |

大 阪 な にわ|

大 阪 市 西

大 阪  西

大阪大 手前

大 阪 大 淀

大 阪 咲 洲
|
1大 阪 西 北

1大 阪 西 南

大 阪 船 場 |

大 阪心 斎橋

大 阪 城 北

大阪そねざき

大阪 住 之江

大 阪 住 古

1大 阪 天演 構

1大 阪天 工 寺

大 阪 東 南|

大 阪 鶴 見

大 阪 梅 l‖

大阪梅 l‖ 束

大阪 うつぼ

大 阪 淀 川

|千    ■

1投    キlt

四  条  畷 |

l吹     lil

吹 田 江 坂

吹  l11 西

高    槻

1高  槻  東

I槻 11

11)1  '1:  |●

0111-人 販|」 際空港

り :|'千 里_

八   尾

八 尾 中 央
|

|八  尾  束



彦

洋

博

一
和

正

夫

大

道

雪

崎

浜

梅

石

中

本

野

中

崎
棘阪

山
伏

雄

治

鑑

雄

将

繁

泰

邦

井

田

部

邊

松

武

岡

渡

長

長

事

事

目員

員

　

　

幹

委

委

副

幹

副

大阪城南ロータリークラブ (ホ ス トクラブ)

地区協議会実行委員会

S.  A.  A.
副 S. A. A.
ソング リーダー

副ソングリ…ダー

ホストクラブ会長

部門別協議会担当委員

委 員 会 委 員 長 副委員長 委   員

総  務
プログラム

田 豊

敏郎

畑

上

西澤 正男

岡倉 二郎

遠田 義昭 柳生 佳洋 拐川 爾吉 小森 康雄
坂本 孝司 岡本克持郎 濱田 三弘 藪内 清治

会   場 泉 吉次郎 杉原  茂
大塚 孝哉 石田  馨 池田 義彦 三谷 貞和
島本 博晃 向井 秀文 中谷 佳正

登  録 今岡  巌 新垣 善男

音岡 光雄
山口  寛
山本 英樹

鈴木 良造

山下 健三

山本 正夫

今里 弘行 北  恭一
三木 敏裕 八尾 嘉之
福本 毅平 藤澤 省三

接  待 ロヨオ寸 王i良「 境  高彦

上山 善紀 有光 幸郎
田中 隆英 木寺彦二郎
宮子 正憲

一真 砂田 純男
正美 中村 喜英

三宅

永井

記  録 栗谷 貞義 金田 勝弘

中鳴

井上

山崎

通雄 島谷  清
大治 南賀 勝之

博史 津和 章雅

西谷 雅之 伊東
片山 勝彦 本田

征

盛

救  護 内藤 喬皓 住田 新平

会  計 成瀬 俊昭 大東 敏男 大森 敬夫

部 門 名 会   場 S.A.A 記  録 補 佐 役
イ ヽ

長 大 和 東 今 井 賢二郎 中 鳴 通 雄 遠 田 義 昭

幹 事 大 和 中 井 谷  齊 片 山 勝 彦 柳 生 佳 洋
ク ラ ブ 奉 仕 大 和 西 岡 井 正 弘 津 和 章 雅 金 田 勝 弘

職 業 奉 仕 志  摩 本 田  盛 楊 月1 爾 吉
社 会 奉 仕 葛  城 中 本 和 洋 井 上 大 治 小 森 康 雄

国 際 奉 仕 金  田」 萱 沢 進 作 中 谷 佳 正 坂 本 孝 司
ロータ リー財団 明 日 香 坂 本 幸 雄 向 井 秀 文 石 浜 雪 大

米 山 奨 学 春   日 林   正 男 山 崎 博 史 杉 原  茂

朝 倉  良



1996～ 1997年 度

地 区 協 議 会 収 支 報 告 書

ホスト 城南ロータリークラブ

委員長 松 井 将 雄

会 計 成 瀬 俊 昭

(単位 :円 )

項   目 金   額 備   考

収

入

の

部

登  録  料

地 区 補 助 費

米山記念奨学会

銀 行 利 息

13, 770,

300,

604,

2,

000

000

678

523

¥170,000*81 RC

合  計 14, 677, 201

支

出

の

部

会  場  費

昼 食 。飲 料 費

設  営  費

記 念 品 費

準 備 会 議 費

印  刷  費

記  録  費

記  録  誌

郵  送  費

雑     費

予  備  費

2, 982,

4, 653,

811,

828,

368,

616,

717,

743,

115,

146,

2, 695,

022

390

240

120

670

455

028

000

006

843

427

合  計 14, 677, 201

注)予備費は剰余金として地区賃金に組み入れました。








