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開 会 の 挨 拶

地区協議会委員長

川 口 淳 三 (東大阪東)

風薫る今日、皆様には早朝よりご出席を賜 りま

してありがとうございます。

私はホス トクラブ東大阪東RCの川口でござい

ます。まず地区協議会開催にあたりまして近藤ガ

バナーはじめ、パス トガバナー、地区役員の皆様

から色々とご懇篤なるご指示、ご指導を賜 りまし

たことをこの場を借 りて厚 く御礼申し上げます。

既にご高承の通 り先般のアナハイムでの国際協

議会には吉川謹司インカミングガバナーが出席さ

れ、ジェームスL.レ イシー次期RI会長より新

年度の基本方針をはじめRIの テーマなどについ

て教示を受け、帰国致 しましたことをここにご報

告申し上げます。

これを基に吉川インカミングガバナーより、次

年度の当地区の理念等が後程皆様方にご披露され

ることと存 じます。よろしくご拝聴のほどお願い

申し上げます。

引き続きまして午前中は菅生パス トガバナーに

よります地区財団セミナー、更には古田パス トガ

バナーによりまして、2004年 に大阪で開催されま

す国際大会につきましてお話をうかがいます。午

後に開催されます部門別協議会は、皆様のクラブ

の運営並びに委員会活動についての重要な会議で

あります。最後まで十分なるご協議を賜 りますよ

う特にお願い申し上げます。

私たちホス トクラブは本日の協議会で素晴らし

い成果が上がることを切望 し、そのための努力を

重ねてまいりましたが、不行き届きな点も多々あ

ろうかと存 じますがロータリアンの友情に免 じま

してご容赦賜 りたく存 じます。

申し遅れましたが、当協議会の設営に色々とご

配慮頂きました関係者の方々、ご苦労をおかけし

ましたホス トクラブ会員の皆様方に改めて心より

御礼申し上げる次第でございます。

本日の「地区協議会」が皆様にとりまして、実

り多い有意義で素晴らしい一日でありますことを

願い、ただ今から国際ロータリー第2660地区1998

～'99年度のための「地区協議会」を開催をさせ

て頂きます。
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歓 迎 の 挨 拶

ホストクラブ会長

澤 村 正 勝 (東大阪東)

皆さんおはようございます。ただ今ご紹介頂き

ましたホス トクラブ会長の澤村でございます。国

際ロータリー第2660地 区1998～ '99年度地区協議

会にようこそお越 し下さいました。私ども東大阪

東ロータリークラブのホス トにより地区協議会を

開催するにあたり、当クラブを代表 して一言ご挨

拶を申し上げます。

本日は近藤雅臣ガバナーをお迎えし、多数のご

来賓、討論 リーダーのパス トガバナーの皆様方、

サブリーダーの地区委員長の皆様方、そして、次

年度クラブ運営の主要なる役割を担当される各ク

ラブの皆様方にここにお集まり頂き、地区協議会

を開催できることを大変光栄に思っています。心

より御礼と感謝の意を申し上げます。

さて、本協議会ホス トの指名を頂きまして以来、

吉川インカミングガバナーの指導の下に地区協議

会委員長、次年度地区代表幹事を中心と致 しまし

て私どもクラブ全員が総力を挙げて準備をしてき

ました。次年度RI会長のテーマであります「ロー

タリーの夢を追い続けよう」を合言葉に新たなる

気持ちで頑張ってきました。地区協議会は次の年

度のための出発点でございます。午前中の会議に

引き続き午後からの部門別協議会において、充分

なる協議をして頂き、今日一日が有意義な、実 り

のある協議会になることを念 じまして、ホス トク

ラブ会長として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。
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次 年 度 の 方 針

インカミングガバナー

吉 川 謹 司 (東大阪東)

ただ今ご紹介頂きました吉川でございます。

本日は早朝から多数ご出席賜 りまして心から厚

く御礼申し上げます。特に近藤ガバナーはじめパ

ス トガバナーの皆様方、そしてサブリーダーの皆

様方並びに第2660地区の各委員の皆様方には、本

当にご出席賜 りましたことを重ねて御礼申し上げ

ます。近藤ガバナーには何かとご親切にご指導賜

り、また次年度に対する温かい心配 りに対 しまし

て心から感謝申し上げます。ありがとうございま

した。

アナハイムの国際会議に出席 し、その後PETS

を開催させて頂きました。また、私の直接の担当

ではありませんが、地区大会もありました。これ

については近藤ガバナーも本当に色々とご苦労さ

れたことと推察 しています。そして本日を迎えた

わけですが、私自身も皆様方と同様にロータリア

ンの一員として、皆様方のご協力、ご支援を賜 り

ながら自分に与えられた役割を果す覚悟ですので、

どうかよろしくお願い申し上げます。

特に次年度は2004年開催の国際大会を控え、そ

のリハーサルということで来年 3月 12、 13日 に大

阪 ドームにおいて4地区連合地区大会があります。

5月 にはジェームスL.レ イシー次年度会長主催

の会議が京都において、約5,000名 が出席 して行

われます。次年度は例年以上の大役を仰せつかっ

ていますので、皆様方のご協力を心からお願いす

る次第であります。

PETS、 或いは地区委員長会議にご出席頂きま

した方々にはこれからの話が重複する部分があろ

うかと思いますがご容赦下さい。本年度は “Show

Rotary Cares"と いうRIの テーマで した。「思

いやりの心を」ということで今年度はやってまい

りました。そして地区の基本理念は近藤ガバナー

が常におっしゃっておられますように「 ロータリー

精神の原点に戻って、もう一度ロータリーを見直

そう」と。いくら良い組織であっても年数がたち

ますと一度見直す必要があるのではないかという

ことです。見直して基礎作 りをして次年度へ引き

継ごうというお話を再三されています。今年度は

基礎工事をして頂き「次年度はその上に立派な建

物を建てなさい」ということだと私は受け取って

います。従いまして次年度はこの地区内にしっか

りとした誰にも親 しんで頂ける建物を、そして地

域に根ざした明るく楽 しい団薬の場となる建物を

建設 したいと思いますので、是非とも皆様方のお

力をお貸 し頂きますようお願いします。

〔1998～ '99年度RIの方針〕

アナハイムにおきましてジェームスL.レイシー

会長エレクトから次年度のRIの テーマが示され

ました。

“Fo1low Your Rotary Drealn''

「 ロータリーの夢を追い続けよう」
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今日、このロータリーがあるのは93年の歴史の

中でロータリアンー人ひとりがその夢を追い続け

てこられた結果です。世界では 5才未満の幼児が

毎日35,000人 、年間1,250万人が飢餓のために亡

くなられ、 1億人の子供たちがホームレスになり、

1億人の子供たちが家族の生計を助けるために働

き、 1億 5千万人が学校へも行けないという現状

です。今後我々ロータリアンは貧困や飢餓に苦 し

む子供たちに何とか満足な食事を与えられるよう、

病気になっても治療を受けられない子供たちのこ

とも心に掛けたいと思います。そして貧困から救

出するために教育、識字率等、何とか向上するこ

とを思いやりの心で夢見て、その夢を追い続けて

現実のものにしていきたいと思っています。特に

次年度は7月 が識字率向上月間となることが新た

に言われています。その他高齢者の方々、青少年

の方々のことも心に掛けて、その夢を追い続けた

いものです。

本年度のキンロスRI会長は、「我々が目的と

するのは世界平和と理解である。それを阻止する

最強の敵は貧困と飢餓である」と言われています。

数日前にはインドにおいて再度核実験が実施され

ました。私は一昨年前にインドに視察に出掛け、

現状を目の当たりにしてきましたが、今度のこと

により世界中が経済制裁を加えることにより、あ

のインドが今以上に苦 しくなればどうなるのか、

非常に心が痛む思いです。何とか各クラブの皆様

方で、或いは地区を挙げてインドのみならず他の

国々も支援 していきたいと考えています。

〔次年度の地区の基本理念〕

ジェームスL.レ イシー会長エ レク トから「増

強と退会防止」と「広報活動に積極的に取 り組ん

でほしい」という要請がありました。そして、次

年度の地区の基本理念は、

「 ロータリーヘの関心を高めよう」

「 あなたの夢に感動と喜びを加えよう」

とさせて頂きます。

1.会員増強と退会防止について

既に次年度の会長にアンケー トにご協力を頂き

ましたが、次年度の増強につきまして非常に明る

い目標が報告されていますので、是非とも掲げて

頂きたい目標を何とか達成 して頂きますよう心か

らお願い致 します。増強と共に常に問題になるの

が退会者です。世界的な統計上では10人のうちの

6割が高齢のためと止むを得ない事情で辞められ

ますが、あとの4割は理由がはっきりしません。

この方たちに対 して言葉だけではなく、何か形の

上において引き止める方法はないだろうかと思っ

ています。まず目を向けて頂き、奉仕活動に参加

して頂 くことで友情が深まり、友愛の輪が広がり、

その結果として感動と喜びを感 じて頂 く。奉仕活

動を通じてロータリーを理解することにより、ロー

タリーに対 してより多くの魅力を感 じて頂けるの

ではないかと思います。次年度は増強もさること

ながら、退会防止に是非皆様のご協力をお願いし

ます。 ジェームスL.レ イシー会長 エ レク トは

「 ロータリアンに必要なことは動機付けや情熱で

あるが、最も必要なことは参加することである」

と言われています。従いまして次年度は当地区の

増強日標を2%と させて頂きます。会員はクラブ

の資産であり血液であると言われますように、そ

れらが減りますと体力が消耗 し、活力がなくなり、

魅力に乏 しいクラブになりますのでどうかよろし

くお願いします。

2.積極的な広報活動について

陰徳という言葉が使われた時代がありましたが、

次年度は広報に力を入れ、そして広 く地域の方々

にロータリーを理解 して頂いて、魅力を感 じて頂

き、できることなら若い方々にお一人でも多く入

会して頂けるよう、あらゆる機会に積極的な広報

活動をお願いします。他地区の地区大会に出席さ

せて頂きましたが、その際に印象に残ったことは

各地区ともコンピューターによるネットワーク作

りに向けて熱心です。当地区でも次年度はこの地

区のネットワーク作 りの基礎作 りの元年にしたい
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ということで、先般も次年度広報委員長の新津パ

ス トガバナーともお話させて頂きました。そこで

数名の方々にコンピューター検討委員会を作って

頂き、広報委員会の中で将来を見通したネットワー

ク作 り進めて頂きたいとお願いしています。

〔四大奉仕について〕

クラブ奉仕は増強と退会防止、広報活動、魅力

あるクラブ作 り、若い新 しい会員の方々に関心を

持って頂きたいということです。

職業奉仕については、職業倫理、職業道徳、色々

と言われていますが、専門職や職業人の方々は同

業者団体の指導的役割を果 して頂いているわけで

す。その中でロータリーの奉仕活動をその団体等

に広 く知らしめて頂き、できることなら理解とロー

タリー活動を間接的にご支援頂けるような職業奉

仕であって頂きたいと思います。

社会奉仕は地域社会のニーズを的確に把握 して

頂き、それぞれの地域社会の質の向上のために、

時には独創性に富んだ社会奉仕としての素晴らし

い実績をあげて頂ければありがたいと思っていま

す。

国際奉仕の方ですが、国際間の理解と親善と平

和を推進する上からも、貧困からの救出のために

一層のご理解をお願いします。その中にはロータ

リー財団や米山奨学会があり、ロータリー財団に

つきましては後ほど菅生パス トガバナーより詳 し

くご説明があると思います。若い方々に海外へ出

て頂き、勉学は当然ながら国際間の親善と理解と

友好を深めて頂 くということは立派な親善大使で

す。米山につきましては他国から日本に来られて

いる方、現在日本全体でほぼ1,000名 の方を支援

しています。その方々に日本の文化を理解 し、友

好と親善を温めて頂いて、いずれ母国に帰られま

しても親 日家として両国の架け橋になって頂けれ

ばと願っています。ロータリー財団につきまして

は、経済状況が厳 しく円安ではありますが、 1人

当たり145ド ルを是非 ご協力頂 きますようお願い

申し上げます。恒久基金のベネファクターにつき

ましては、各クラブから1人を何とか出して頂き

たいと思います。米山は 1人当たり20,∞ 0円 とい

うことでよろしくお願い致 します。

〔特別委員会について〕

当地区には交通問題特別委員会、教育問題特別

委員会があります。交通問題特別委員会について

はクラブ内におきましても何らかの形で、交通間

題にかかわる奉仕をして頂いていると思います。

地区としても我々に何ができるかをご検討頂き、

それをまとめたものをいずれ皆様方に発表 し、ご

協力を願 う時が来ると思います。そして年に 1～

2回はクラブからもご出席願って意見交換の場を

設けたいと考えています。教育問題については非

常に熱心に12～ 13名 の先生方で教育のあり方等に

ついて色々とご検討頂いています。次年度は傍聴

席を設けご希望の方はご参加頂こうかと思ってい

ます。これも1～ 2年はじっくりとご討議頂き、

いずれ皆様方に結論をご披露する時がくると思い

ます。

〔4地区連合地区大会について〕

2(Ю4年に国際大会が大阪で開催される予定になっ

ています。それに先立ちまして1999年 3月 12～ 13

日に、12日 は4地区が独自に、13日 は4地区の約

300ク ラブ、20,000人 の方々が一堂に会 しての地

区大会になろうかと思います。いよいよプログラ

ム等々を具体化のこともあり、実行委員長会を組

織 し、IM単位の 8組から2人ずつの実行委員を

選出して頂きました。また、準備にかなりの費用

がかかりますので、私から伏 してお願いしたいの

は全員登録ということです。部門別の協議会で会

長にお願いしますが、どうかご賛同賜 りますよう

お願い致 します。金額は 1人15,000円、地区の分

担金として3,000円頂きますので、実質12,000円、

これを前期と後期で6,000円 ずつとなります。ま

た、2∞4年 に向けての準備のための積立金として

4地区は年間4,000円 、 5年間20,000円 となりま

すのでよろしくお願い致 します。そ して近藤ガバ

ナーには4地区連合地区大会の事務総長をお引き
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受け頂き陣頭指揮をとって頂 くことになりました。

この一年間、皆様方の温かいご友情、ご協力、

ご支援を頂きながらロータリーの虹をかけるよう、

全力を挙げて頑張 りますのでどうかよろしくお願

い申し上げます。

堀井 侑登録委員長

出 席 報 告

出席義務者

出 席 者 数

出 席 率

648名

578名

89.05%
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地区財団セミナー

担当パストガバナー

菅 生 浩 三 (大阪北)

1)ロ ータリー財団の歩み

ロータリー財団という名称が付けられたのは19

28年、そして飛躍的に基礎が固まったのは1947年

です。ロータリーの創設者、ポール 0ハ リスが亡

くなり、その死を悼み功績を讃えるということで

期せず して全世界から沢山の寄付金が自発的に寄

せられ、その額は130万 ドル、これがロータリー

財団の実質的な創設になろうかと思います。これ

により財政的な基礎が安定 し、初めて17カ 国、18

名の親善奨学生が選ばれ、これが事実上のスター

トになります。そして今日のロータリー財団は世

界最大の育英組織として成長 してきたわけです。

2)ロ ータリー財団の組織と運営

1983年、ロータリーの本部のあるイリノイ州の

法令に基づき設立された非営利財団法人で、ただ

1人の法人会員の国際ロータリーによって構成さ

れ、実際は13人の管理委員と1人の事務総長によっ

て処理されています。その管理委員は国際ロータ

リー会長により任命され、その任命に先立ってR
I理事会の承認が必要で、13人の内4人は元RI
の会長です。これは国際ロータリーと財団の運営

の整合性が制度上保証されているということです。

3)ロ ータリー財団のプログラム

① 教育的プログラム

大きく2つに分かれており、 1つは国際親善

奨学金と、もう1つは開発途上国で奉仕する大

学教員のための補助金です。開発途上国への支

援というのは地球 レベルでの問題であり、ロー

タリーは早 くから手掛けています。国際親善奨

学生も種類があり、

・ 1学年度国際親善奨学生

●マルチ ●イヤー国際親善奨学生

・ 大学院生国際親善奨学生

・ 大学学部生国際親善奨学生

・ 障害者を教える教師養成のための奨学金

・ ジャーナリス ト養成のための奨学金

・ 文化研修のための国際親善奨学金

・ 国際親善ジャパソ・プログラム

・ 実用研修のための奨学金

障害者問題も地球レベルの大問題であり、ジャー

ナリス ト養成も絶対のポイントで、特に文化研

修についてはRIが最終目的とする国際理解に

欠かすことのできないものです。ジャパンプロ

グラムについては、日本の文化は国際文化の中

でも存在意義があり、これを冷静に客観的に提

示 し理解を求めることは、必要不可欠なことで

あろうと思います。そ して現在までに127カ 国

から25,000人以上の奨学生が出ており、国連難

民高等弁務官の緒方貞子さんがロータリー財団

奨学生であったことは、皆様もよくご存知のこ

とと思います。
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② 人道的プログラム

0人道的な国際プロジェクトのための同額補助

金

・ 保健、飢餓追放および人間性尊重補助金

(3-H補助金)

・ 世界社会福祉カール・ ミラー助成金

・ ヘルピング・ グラント

・ ロータリーボランティアのための補助金

・ 新人道補助金

・ ロータリー平和プログラム補助金

・ 災害救援のための補助金

・ ポリオ 0プ ラス・ プログラム

・ ポリオ・ プラス 0パ ー トナー・ プログラム

人道的支援の基本は対処療法的な制度の同額

補助、そして 3-Hで、これは対象になってい

る人たちが自立するための援助です。ヘルピン

グ・ グラントは援助される側にロータリーの関

与が期待できない時に行い、新人道プログラム

というのは既成のプログラムに当てはまらない

けれども、ロータリーとしては援助 しなければ

ならないというものです。これらの支援を必要

とする問題を調査するための事前準備費用がカー

ル・ ミラー助成金です。平和プログラムは平和

に対する問題点をあげ国際的な世論を形成 しよ

うというもの、災害救援は地区レベルで災害に

ついて特定的に支援するものです。

③ 文化交流プログラム

研究グループ交換(GSE)は従来、教育的プ

ログラムに入っていましたが、この分野に移し、

制度としての性格が少 し変わってきています。

GSEと は4人の非ロータリアンの職業人がロー

タリアンの団長に率いられて、相手国に4～ 6

週間滞在 し相互理解を深めます。更に内容を拡

大 したポリオ・ プラスチーム、非ロータリー国

チーム、新しくロータリー国となった国チーム、

単一職業チーム、識字率向上・薬物乱用防止の

ためのチームなど多様な形のGSEが 強化され

てきています。

4)ロ ータリー財団に対する寄付と表彰

使途を指定 しない寄付が原則であり、 1つは年

次寄付、もう1つは恒久基金寄付です。年次寄付

はクラブや地区で 1人当たりの目標額を定め、こ

の寄付の特色は 3年間据え置いて 3年後に使われ、

そ してシェア・ システム制度になっています。

これは地区の寄付総額の 6割が地区に還元 され

(DDF)、 4割は財団本部 (WF)が使 うという

ものです。年次寄付は1,000ド ルでポール・ ハ リ

ス・ フェロー(PHF)で、まず100ド ル寄付 し、

残 りを徐々に入れるのが準PHFです。既にPHF
の方が更に1,000ド ル寄付するとマルチプル・ フェ

ローとなり、この時に他の人もう一人にPHFの

称号を贈る権利ができます。これが認証用クレジッ

トで有効期間は 3年 となっています。また、年次

寄付30万円以上については税法上の優遇措置が、

関係各位のご尽力で受けられるようになりました。

恒久基金とは元金を使わず金利のみを使 うとい

うもので現在額は5,400万 ドル、2005年 には 2億

ドルを目指 しています。恒久基金の充実のため大

口寄付が推奨され、25,000ド ル以上の寄付で自分

の名前を付けた冠名基金が設置できます。そして

1,000ド ル寄付 しますとベネファクターという称

号が与えられます。

また、使途指定寄付というのがあり、冠名奨学

金、冠名奨学金基金などがあります。表彰につい

てはPHFや ベネファクターの他にロータリー財

団功労表彰、特別功労賞、地区ガバナーによるロー

タリー財団地区奉仕賞、クラブに対 しては寄付額

の上位 3ク ラブ、増加率上位 3ク ラブヘの表彰制

度があります。

5)財団学友について

これは財団奨学生だけではなく、GSEや ロー

タリーボランティアとして活躍された人たちも対

象になり、この財団学友を非常に重視 しています。

6)ロ ータリー財団をめぐる問題点

① 税法上の優遇措置を全ての寄付に拡張する。

② 各クラブヘの情報提供を徹底的に行う。
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① より優秀な奨学生選考のために努力する。

④ 恒久基金充実のために努める。

① 人道的プログラムを充実させる。

③ 財団学友制度の更なる充実に努める。

次ヤこ I ServeかWe Serveか という「現1題、 これ

は理念としては I Serveで あり、行動面では両方

を並行して行うということです。

従来のロータリーは既存の社会基盤を当然の前

提として活動していましたが、21世紀は社会基盤

自体の変革が根本的に行われる時代です。そこで

財団活動をもう一度真剣に考え直す必要があると

思います。また、識字率向上については同額補助

や3-H補助金のお世話にならなければならず、

ご協力をよろしくお願い致します。
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来る2004年の

国際大会について

パストガバナー

古 田 敬 三 (大 阪)

経緯を簡単にご説明しますと、19%年 3月 国際

ロータリー理事会で、1998年 1月 開催の規定審議

会を京都で開催 したいということを、今井元RI
理事が提案、ところがインドから、「 日本は数万

人が集まる国際大会を開催する能力がある。イン

ドは気候的にも物理的にも国際大会を開くことは

不可能なので、インドで規定審議会を開かせてほ

しい」という要請があり、結局1998年の規定審議

会はインドのニューデリーで開催されることが決

定。同時に2004年の国際大会は元々アジアでの開

催が理事会で決定されており、日本はどうかとい

うことで理事会の方から逆提案された格好になり

ました。今井RI理事は、既に東京で 2回開催さ

れており今回は京都、大阪、神戸等関西で開催す

るのはどうかと提案され、関西の4地区に打診さ

れたわけです。

実は1"4年の国際大会はアジアでの開催が決まっ

ており、その開催地として故伊藤恭一元RI理事

が大阪RC独自で開催 したいということで綿密な

計画を立てRIへ申請、ロイス・ アビーその他サ

イ トコミュティーの人たちが大阪へ視察に来られ

ました。ほぼ決まっていたのが、急遠一変 して開

催地が台湾の台北になってしまったということが

ありました。

そしてこの度の話となり、関西の4地区のガバ

ナーの協議の結果、共同でスポンサーをするとい

うことでRIへ申請をすることになりました。ま

た、最初は長野も開催地として手を挙げておられ

ましたが、冬季オリンピックもあって棄権されま

したので、2660地区、2650地区、2640地区、2680

地区合同で開催することを日本のガバナー会も承

認、1996年の国際協議会で「2∞4年の国際大会を

日本で開催する」という意向が伝えられ、全員拍

手で事務総長の報告を受けられたということです。

RIは2004年の候補地としてアジアから選ぶこ

とは内定 していましたが、他地区からも申し入れ

があり、それぞれ選考委員を派遣、視察 し、その

他の情報を検討されました結果、日本の京阪神を

含む4地区連合の案が最有力になり、既に数回に

わたり調査団が視察を終えられています。本年 1

月末に国際大会開催の正式なプランを作成し、京

阪神 3都市の市長の開催の承認を頂き、RIに提

出しました。竹山RI理事のお話では今年の夏頃

までには決まるだろうということです。

プランとしては、期日は2004年 5月 連体明けか

ら6月梅雨入 り前、 5月 23日 ～26日 が最有力で、

開会式と閉会式は大阪 ドーム、参加者は日本人が

家族も含めて約 3万人、外国人 2万人の計 5万人

が予想されています。会期中の本会議その他の会

議は大阪南港のインテックスを、種々の会合は京

阪神 3都市のコンベンションホール、ホテルを予

定 しています。
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この準備のために既に関西4地区連合の国内準

備委員会が組織されており、委員長には2650地区

の千宗室RI理事、副委員長には2650地区の小谷

現RI理事エレクト、26∞地区の今井元RI理事、

2660地区からは私で、2640地区からは中島治一郎

パストガバナーが就任し、既に数回の会合を重ね

ています。その他詳細については部門別協議会の

会長、幹事部門でご説明させて頂きます。
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会  長  部  門

討論 リーダー 吉川 謹司 (東大阪東)

(イ ンカミングガバナー)

古田 敬三 (大  阪)

廣瀬勘一郎 (大阪西南)

吉川 忠章 (東大阪東)

須崎 洋一 (東大阪東)

サブリーダー

サブリーダー

吉川討論リーダー 先般、アナハイムで色々な

ことを勉強 して参 りましたが、それを要約 します

と「増強と拡大」「地域社会に対する関心事と子

供たち」になると思います。過 日お願いしました

アンケー トの調査をみますと、各クラブの増強目

標は大体 5%強という数字が出ており、日標を達

成して頂けるなら、地区日標の純増 2%も十分達

成できます。ただ、困りますのは退会者で、増強

して頂いても何もなりません。次年度は幸いにも

2～ 3の クラブに拡大の動きがあるようですので、

これにより下げ止まりとなればと思っています。

世界的にもクラブ数は増えるものの、 1ク ラブ当

たりの会員数は減っており、約28,000ク ラブ中約

5,000ク ラブが20名 を割っているということです。

どうか増強と拡大により純増 2%にむけてご努力

頂きますようお願いします。

また、次年度は4地区連合地区大会、2004年の

国際大会、京都でのRI会長主催の会議等があり

ますし、地区内ではRYLAやニコニコキャンプの

形態も変わるようです。交通問題特別委員会につ

いては廣瀬パス トガバナーからご説明があります

が、年に 2回 ぐらい各クラブから代表に出て頂き、

意見交換をしたいということですので、よろしく

お願いします。

アンケー トにご意見のありました会長賞につき

ましては、ジェームスL.レ イシーRI会長エレ

クトは「会長賞を目的に頑張ってほしいというの

ではなく、頑張って頂いたことへの感謝の気持ち

で是非とも出したい」とおっしゃっています。普

段我々がやっていることも対象になり、実行 しな

ければならない活動の数はクラブの会員数に基づ

きますので、積極的なご参加をお願いします。

その他アンケー トのご意見としては、

○名誉会員制度の創設につきましては、十分にで

きますので必要に応じて名誉会員を作られたら

と思います。

○交換留学生のホストファミリーとしての積極的

なご参加をお願いしたい。

○阪神淡路大震災に際し、数クラブで里親制度を

実施、その子供さんの就職先についてご協力頂

きたい。

○中途退席の防止の徹底を計りたい。

特に外部卓話の場合に努めたい。

○会合や書類の簡素化。

次年度一番の事業である4地区連合地区大会は

何とか立派にやり遂げたいと思っています。勿論

他の 3地区のご協力と、当地区の会長のご贅同を

得てこそ成 し遂げられるものですので、どうかよ

ろしくお願いします。 1日 日は各地区独自で、 2

日目が大阪 ドームで4地区合同、夜のRI会長代

理歓迎晩餐会はロイヤルホテルで開催の予定です。
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交通の便ですが、最寄りの地下鉄の駅からシャト

ルバスを出すことを考えています。また、費用の

問題につきましては4地区連合地区大会は全員登

録で、12,000円 を前期と後期6,000円ずつとし、2

004年の国際大会に対しましては半期2,000円ずつ

を5年間計 2万円を積み立てるということでご賛

同頂けますか。          〔拍手〕

全員一致で承認された。

◆RI組織規定の改正について◆

土井正裕地区規定・情報委員長 今年 1月 の規

定審議会によりRIの定款細則、標準RC定款が

改正され、次年度の初めから適用されます。その

中から極めて関係の深い項目を説明させて頂きま

す。

○採択された主な制定案件

98-39ク ラブ理事会承認の「 クラブ奉仕プロジェ

クト」への出席を例会出席扱いにする件

例会の定例の時の前後14日 以内に、クラブ理事

会澤認の「 クラブ奉仕プロジェクト」に出席すれ

ば、メークアップとなります。ただ、クラブ間に

大きな差が生 じることを懸念し、基準を設けまし

た。

① 例会の空洞化を招かないよう、メークアップ

扱いとするクラブ奉仕プロジェクトを理事会が

選定するにあたり慎重な態度で臨み、その判断

はロータリークラブの良識に従う。

② メークアップとして認めるための条件

・ 例会欠席補填に値する実質をもつこと

・ 会員誰でも出席できること

0幹事が手続上出席者を確認すること

③ メークアップとして認める具体例

・ クラブフォーラム

・ 会員懇親会、家族会、情報集会などのクラブ

奉仕部門のプロジェクト

・ 職場訪間、青少年・ 高齢者・障害者など地域

社会のための奉仕活動、世界社会奉仕、国際

青少年交換、各種ロータリー財団・米山奨学

会プログラム等

④ メークアップとして認められない具体例

・ クラブの役職者、または委員長や委員等が職

責上遂行する会合

・ 特定のプロジェクトの打合せ会等

・ 同好会、趣味の会、テーブルミーティング

⑤ 一つのアプローチの仕方として、各クラブの

理事会で、その年度にメークアップ扱いにする

奉仕プロジェクトの妥当な回数を決めること。

以上のことをひとつの参考にして頂き、それぞ

れのクラブで良識を持って運営 して頂きたいと思

います。年度初めにはガバナーからの要望の通達

として、以上のことを整理 し、各クラブに出させ

て頂きます。

98-45出席免除に関する規定を改正する件

出席規定適用免除を受けているシニア・アクチ

ブ会員が例会に出席 した場合、現行では出席に算

入 してもよいとしていましたが、今後は出席扱い

にできなくなります。

98-52シ ニア・アクチブ会員の出席規定を改正す

る件

出席規定適用免除を受けられるシニア・アクチ

ブ会員は、現行規定では(D"才以上でロータリー

歴が通算20年以上、②70才以上でロータリー歴が

通算15年以上であったのが「 ロータリー歴 (通算)

と年令の合計が85年以上であること」に改正にな

り、本人が幹事に文書で申請して理事会が承認す

れば、適用免除を受けられることになりました。

98-101投 票権行使前に、地区に対するクラブの

財政義務の現況について規定する件

RIに対する支払いを怠っているクラブは、

① 地区ガバナーを郵便投票で選ぶ場合、投票権

の行使

② 地区大会に投票権を行使する選挙人を送る
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③ ガバナーノミニー候補者を出す

以上のことができませんでしたが、改正規定では、

RIに対する支払いのほか、地区に対する支払い

を怠っているクラブも上記の項目は除外されるこ

とになりました。

98-94区域の共有と割譲の手続を改正する件

ガバナーによる新クラブ結成が区域を共有する

クラブにより反対された場合の再審議の手続等に

ついて改正されています。

98-140ガ バナーエレクトを 1年務められるよう

に国際大会でガバナーを選出する件

ガバナーの選出時期が従来よりも早 くなりまし

たのでご注意下さい。

以上で説明を終わらせて頂きますが、何かご質

問はありますでしょうか。

坂井 正純 (茨木) 私どもの幹事が次年度よ

リクラブアッセンプリーや理事会に、入会 1年未

満の会員にオブザーバー出席をお願いすることに

なっています。その場合はどう対処すればよろし

いですか。

土井正裕地区規定・情報委員長 私の個人的な

見解としては、本来の構成メンバーではない方が

勉強のために出席されるわけですので、本来は例

会出席がベス トですが、メークアップとして扱わ

れても結構だと思います。

◆来る2004年の国際大会について◆

古田敬三パス トガバナー 先程は費用等について

ご承認頂きありがとうございました。2004年の国

際大会の開催地として立候補、決定 しましたのは

関西 4地区で、第2660地区の大阪府北部、第2640

地区の大阪府南部と和歌山県、第X50地区の京都、

滋賀、奈良、福井、第2680地区の兵庫県は共同で

一昨年の春以来、第2650地区の千宗室RI元理事

の下に国内委員会を結成 しました。大阪が中心で

あるのに何故第2650地区から委員長を出すのかと

いう疑間の声もありますが、RI元理事の千宗室

氏が適任であろうということで、決 して大阪が軽

視されているわけではありません。

副委員長には第2640地区の中島治一郎パス トガ

バナー、第%50地区の小谷隆一RI理事エレクト、

第2680地区の今井鎮雄前RI理事、そして第2660

地区の私の4名で、既に数回にわたり準備委員会

を開催 し、大会の基本的な計画書を作成、京阪神

3都市の市長の開催歓迎挨拶状を添付 して、今年

1月 に正式にRI本部に申請書を提出しています。

RI大会候補地選定委員が数次にわたり視察を

済ましていますが、竹山涼一RI理事のお話では、

会議場になりますインテックスをサイドコミュニ

ティーが見ておられないということで、正式な決

定がなされないのではないか、夏には正式な通知

が出るのではないかということです。

期日は未定ですが、 6月 23～26日 が一番有力で

す。参加人数の日標としては東京大会の登録者が

39,000人ですので 5万人、その内海外から2万人、

国内から3万人という予想を立てています。ただ、

先般東京大会の副委員長をされていた玉村氏から

のア ドバイスの中で、今回は東南アジアからが増

えるので 5万人を超えるのではないかということ

です。

大会経費としましては、国際大会のマニュアル

によりますと参加登録料は大会の直接経費、即ち

RI会長、理事、役員、講師、招待者等々の宿泊

旅費、謝礼等に充当されます。大会会場費、バス

の手配、レセプションをはじめエンターテイメン

ト等全ては開催国において賄 うことになり、この

費用を予算化 して皆さんに募金をお願いしようと

いうことです。東京大会での必要経費は参加費以

外で 5億7,000万 円を要 し、今回は15～16億円が

必要だとしています。募金の概算としましては、

0日 本全国ロータリアン

13万人×1万円 (1年2,000円 ×5)
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・ 4地区のロータリアン

プラス 1万円で計 2万円

先程の承認により、早速本年度から実施させて

頂きます。

1998年 4地区合同地区大会は全員登録で、登録

料15,000円 から地区資金充当の3,000円 を差 し引

き、12,000円 を前期と後期に分けて6,000円 ずつ

をお願いします。

収入として考えられますのは、日本全国ロータ

リアンから低 くみて12億円、主催 4地区のロータ

リアンから4億円、計15～16億円集まると皮算用

しています。支出としては、

・ 会場費

大阪 ドーム   1日     2,500万 円

7日 間 1億7,500万 円

インテックス  1日     2,500万円

7日 間 1億7,500万 円

ホテル     1カ 所   1,000万 円

20カ 所    2億 円

・ 会場間の交通費         1億 円

・ プログラム

オープニング          1億 円

エンターテイメント      2億 円

パーティー          1億 円

・ PR関係費用          2億 円

・ 事務費         1億 5,000万 円

・ 事務スタッフ費用

0予備費            1億 円

概算合計           15億 円

来年から、もう少し具体的な数字を示せるよう

に小委員会ができると思います。以上大雑把な説

明ですがよろしくご了承を願います。

◆交通問題特別委員会について◆

廣瀬勘一郎パス トガバナー 昨年の地区大会の

決議事項で、交通災害防止運動を地区として全面

的に協力して展開するということが決まりました。

それを踏まえまして近藤ガバナーが地区に交通間

題特別委員会を設置、爾来当委員会は毎月のよう

に委員会を開催、諸問題の研究、調査をし、具体

的な案を立てながら今日まで進めてきました。

クラブにおかれましては積極的に取 り組んでお

られるクラブ、そうでないクラブもあると思いま

す。いよいよ2年 目を迎えますが新規の委員会で

もあり、各クラブ共々、将来推進 していく上での

基礎工事の段階で、試行錯誤の繰 り返 しです。

当委員会の特色は非常に幅が広 く、四大奉仕部

門に関連致 します。

・ 社会奉仕部門では企業における推進に取組んで

いただく

・ 青少年部門では児童にも交通ルール、マナー等

を教えるという教育の問題の取組み

・ 社会奉仕部門では高齢者に対 してのケア

・ 広報部門では、交通問題の啓蒙を積極的に展開

する

このような実情の中で、各クラブでも積極的に

活動を展開するために特別委員会で作って頂 くの

がベス トですが、それが無理でもどなたか専従の

方をお決め頂き、幾つかの奉仕部門にまたがる活

動推進のためのコアになって頂ければと思います。

そして年に 2回 ぐらいお集まり頂き、地区の委員

会と情報を交換 しあいながら、具体的に推進する

形にもっていきたいと考えています。

交通問題は決 して他人事ではありません。「今

日は他人の身、明日は我が身」の大きな問題で、

人間地雷が日本列島を走 り回っているという実情

です。年間 1万人の死亡者、重軽傷者はその100

倍、助かっても一生不自由な体で地獄の辛さを味

わっておられるかたも多数いらっしゃいます。ど

うか会長さんがリーダーシップを取 り、交通災害

の問題にクラブを挙げて推進 して頂きますようお

願いします。

交通災害防止運動については第2640地区も昨年

の地区大会で決議事項として採択され、今年は第

2650地区と第2680地区も地区大会で、地区を挙げ
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て活動するという採択がなされました。関西の 4

地区が足並みを揃えて推進するという輪が大きく

広がりつつあります。できましたら4地区合同の

地区大会で交通問題について採 り上げて頂 くこと

を、強 く希望するものであります。事故を起こし

てからは手遅れ、防止することに絞っており、終

わりのない活動です。どうか絶大なご協力、ご支

援をよろしくお願い致 します。

◆地区資金収支予算書について◆

須崎サブリーダー 地区資金予算につきまして

は、本年度 2月 頃より予算編成作業を行い、吉川

インアミングガバナーや代表幹事等と打合せの上、

予算の調整をしてきました。最終的には4月 11日

の地区委員長会議の席でご説明し、その結果は各

クラブに送付させて頂きましたが、本日は改めて

その骨子をご説明し、ご賛同を得られればと思い

ます。

1)地区資金収支予算の編成方針について

数年来、大変厳 しいものがあり、これまでの地

区財務委員会の努力と地区委員長をはじめとする

各位のご努力により収支は均衡に向かいつつあり

ますが、収支は繰越金が減少傾向にあり、引き続

き状況回復の努力が必要です。

〔―般会計〕

前年度からの繰越金は、1,050万 円、地区内会

員数を5,500人 と予定 し、収入総額は9,900万 円と

します。ガバナー事務所経費、会議費、その他の

削減に努め、地区委員会活動費が前年度予算額を

少しでも上回るよう経常収入の範囲内での支出予

算組みの方向を目指 しました。

・ 収入 -1人 当たりの負荷金は15,000円

・ 支出 ― 収入に見合った支出予算の編成の為、

各部門の責任者の方々に大変なご協力をお願い

しま した。地区委員会での活動費の総額 を

2,600万 円とし、その枠内で予算調整をしてき

ました。

・特別奉仕部門― 現ガバナーの方針を引き継ぎ、

交通安全、教育問題、その他への取り組みに向

けて特別委員会を設置。

Oク ラブ事業助成金 一 ガバナー方針により、ク

ラブ独自の主体的活動を支援するクラブ事業助

成金を設けます。

・ ガバナー月信印刷費 ― 各クラブの会長、幹事

に配布することを基本に予算を計上しています。

希望者には有料で年間2,200円。

・ガバナー事務所経費等 ― 削減に努め、コンピュー

ターネットワーク化、データベース化の予算を

計上。

・ ガバナーノミニー事務所資金手当て -500万

円を計上。

〔特別会計〕

○青少年交換ファンド

○世界社会奉仕委員会基金

○米山奨学生活動費

上記 3基金につきましても、地区協議会の会長

部門で承認を得ることになっています。

2)4地区連合地区大会費用負担、国際大会費用

負担の件

先程もご説明がありましたので省略します。以

上ご提案します。何か質問はありますか。

小竹 靖二 (大 阪中之島) 5年 間にわたり

2,000円 を集める場合、中途入会はどうなります

か。

吉川討論リーダー 入会年度からお支払い頂き

たいと思います。

井□ 清剛 (枚方 くずは) 国際大会等の負担

金の増額は今後ありませんか。

吉川討論リーダー 4地区連合地区大会に関し

ては変更はありません。国際大会もまず変更はな

いとお考え頂いて結構です。

小倉  裕 (大阪天満橋) 4地 区連合地区大

会の予算書は出ていませんね。

士川討論リーダー ここにはありませんが、 4

地区の方で打合せ中です。
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三木 敏男 (大阪住吉)国 際大会の年間4,000

円はどこに積み立てておくのですか。

古田パス トガバナー 未定ですので、後日連絡

させて頂きます。

別所克美 (大阪ちゃやまち) 途中退会の方が

積立金を返 してほしいと言われた場合、お断 りす

るのですか。途中入会、途中退会の方の対処が難

しいと思います。

古田パス トガバナー これは4地区全体の問題

ですので、委員会で相談させて頂きます。

吉川サブリーダー 以上、地区資金収支予算に

ついてご承認を得たいと思います。ご承認頂ける

方は挙手をお願いします。    〔挙 手〕

本日ご出席の次期会長の4分の 3以上のご承認

を頂きましたので、ここに成立 しましたことをご

報告申し上げます。

◆各クラブ会長・幹事 0

会計各位の事務取扱いについて◆

吉川サブリーダー 資料に記載 していますこと

は、恐らく皆様方のクラブでは幹事や事務局の方

がされていることだと思います。特に会長にお願

いする意図は、どうしても地区からお願いをして

いましても非常にご返事が遅 く、ガバナー事務局

がそれに忙殺されるという実情です。先程も会計

の方からお話がありましたが、ガバナー事務所経

費等を削減するためにも、誠に失礼ではあります

がよろしくお願いします。

特にお願いしたいことは、公式訪間 2週間前ま

でに「 クラブ計画及び目標の要約」 2部を、お出

し頂きたいと思います。皆様のお手元に「国際ロー

タリ十―クラブ会長必携」という冊子があると思い

ますが、その中に詳細がありますので、ガバナー

事務所にご提出をお願いします。同時に新 しい年

度の「 クラブ活動計画書」 2部 と、 7月 から9月

までの公式訪間クラブは「充填、未充填の職業分

類一覧表」 1部 も必ずお送 り下さい。

また、ガバナー事務所へのお問い合わせの際は、

特に緊急の場合を除き書面かファックスでお願い

します。 3人の事務局員が電話に忙殺されますと、

なかなか作業が進みませんのでご協力をお願いし

ます。

吉川討論リーダー 公式訪間について補足させ

て頂きます。今年の近藤ガバナーは公式訪間の際

の過去の儀礼的な慣習をなくし、ニコニコ箱に入

れない代わりに、皆様方の方から特別なご配慮は

頂戴 しないということでした。私も本年度に準 じ

ましてニコニコ箱等をご遠慮させて頂きますので、

予めご了承をお願いします。また、他の会合と重

なった場合、クラブ協議会を短 くお願いすること

があるかと思いますのでお含み下さい。何分とも

至 りませんがよろしくお願いします。

【質 疑 応 答 】

Q)上野 弘之 (箕面中央) 当クラブは IM

第 1組のホス トをさせて頂きますが、 IMの基本

方向をご教示頂けませんか。

A)吉川討論リーダー IMに ついて私へご相

談がありましたが、ゼネラルリーダーの方がいらっ

しゃると思いますので、そちらの方にご相談され

たらと思います。

Q)上野 弘之 (箕面中央) 特に会長部門で

のご指示はないですか。

A)吉川討論リーダー 特別にお願いすること

はありません。日程も決まっていますね。

Q)三木 敏男 (大阪住吉) 国際大会推進準

備委員会の拠点はどこにあるのですか。

A)吉川討論リーダー 現在は京都の千宗室元

RI理事のところにあります。

Q)三木 敏男 (大阪住吉) 準備委員会が組

織としてできあがり、そこからの指示で次年度か

ら4,000円 を積み立てるわけですね。この組織は

来年の地区大会とは別個のものですか。 4地区連
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合地区大会は単に地区大会を共同でするというこ

とですか。

A)吉川討論リーダー 4地区合同ということ

と、全員登録ということになっています。

Q)三木 敏男 (大阪住吉) クラブで説明す

るのに確認させて頂きました。

Q)橋本 公宏 (池田) インターネット導入

という表現がありましたが、当クラブも積極的に

取り組むつもりです。事務簡素化のためにも地区

ご推薦のプログラムソフトをお作 り頂き、それを

ホームページで各クラブが採用すれば 1つ の投資

で済み、コス トダウンが図れると思います。積極

的に地区のソフ トウェアの開発をお願いします。

A)吉川討論リーダー コンピューターを導入

し、ホームページを開設 しています。できました

らネットワーク作 り、Eメ ールでの情報伝達まで

進めたらと考えています。精通された方々に寄っ

て頂いて今後のご相談をしたいと思っています。

Q)上野 弘之 (箕面中央) 先般国会を通 り

ましたNPO法案、それとロータリーの絡みにつ

いてお願いします。

A)吉川サブリーダー その件については現在

検討 しています。

吉川サプリーダー 長時間にわたりご討論いた

だきご苦労様でした。これをもちまして部門別協

議会、会長部門を終わらせて頂きます。
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幹 事 部 門

討論 リーダー 熊澤 忠身弓 (守 日)

(パス トガバナー)

戸田  孝 (八 尾)

伊瀬 芳吉 (池 田)

津江 孝夫 (大阪南)サプリーダー

熊澤討論リーダー 本日はお忙 しいところ全員

ご出席頂きましてありがとうございます。まず、

幹事に選任されおめでとうございます。幹事を選

ぶ時に会長はじめ皆さんは大変苦労されます。 ク

ラブ内で最も活動力があり、信望されている方が

選ばれ、皆様方にその白羽の矢が立ったわけです。

幹事は将来は会長、更にはガバナー、RI国際理

事や最終的にRI会長になるというコースに乗ら

れた方です。とんでもないと思われるかもしれま

せんが、どうかよろしくお願いします。

幹事の職務は手続要覧の274ページに、

① 会員の記録を整理保管

② 会合における出席の記録

③ 諸会合の通知、発送、これらの会合の議事録

作成と保管

④  l月 1日 と7月 1日 現在をもって、RI事務

総長に対し半期会員報告と10月 1日 と4月 1日

の四半期会員報告

⑤ 毎月の最終例会後、地区ガバナーに対し月次

出席報告

⑥ RIへ の送金

とあります。種々の事務手続き等は勿論ですが、

私が力説したいのは幹事の心構えをというもので

あります。まず、クラブの中で一番の権限を持つ

のは会長です。クラブ内には長老の方、見識の高

い方が多数おられますが、その年度の一番偉い方

は会長です。 リーダー的存在の方は必要ですが、

決 してボスであってはいけません。会長には人の

意見も聞きながら自分の信念を貫いて頂 く、往々

にして周囲の人たちに気遣いすぎる会長がおられ

ます。そこで幹事の役目は会長をサポー トするこ

と、影武者になったつもりで会長がやりやすいよ

うに、力を発揮できるように支えることが大切で

あると思います。会長と2人の時には大いに議論

を戦わすのは結構ですが、会議の席では決 して会

長に反対するような意見を言わないこと、大いに

サポー トして賛成するという心掛けが大事だと思

います。

また、会長と意見が食い違 うことがあっても、

決 して他の会員の前で批判 したり悪口を言わない

で下さい。これが幹事の一番の心構えです。会長

も幹事も一年だけですので、これがロータリーの

良いところかもしれません。

もう一つ、クラブの潤滑油になることです。言

葉遣い、他人に対する姿勢に気を付け、人を咎め

たり攻撃することのないようお願いします。そし

てsmile、 ただニコニコ笑 うのではな く、 Sは

sincerelyで誠実です。Mは motivate、 動機付け

をすること、 Iは involveで 参加すること、 Lは

lead、 見本を示し指導すること、Eは enthlsiasm、

熱意です。これだけの心を含めたものがsmileだ

と、吉川インカミングガバナーはおっしゃってい
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ました。

この一年間愛護を持ち、smileを 持って過 ごし

て頂きたいと思います。これを心掛けますと人と

人との付き合い方も非常に円満になることが自覚

でき、人間性も高まると思います。

◆アンケート調査より◆

津江サブリーダー 過日お願いしていましたア

ンケー トの回答を81ク ラブ中79ク ラブから頂いて

います。

○あなたのロータリー歴は

10年以上 -25名

大変心強い限りで、今後とも会員間の交流を進

め、運営のためにご努力をお願いします。

○副幹事の経験はありますか

な い -23名

○奉仕委員会の委員長の経験ありますか

な い -27名
このような方は初めて幹事に就任されますと色々

と大変かと思います。会員皆様のお力添えを得ら

れ、会長の補佐に徹 してクラブの運営に努めて頂

きたいと思います。

C)ク ラブの月次出席報告提出について

皆様のお手元の「 クラブ幹事要覧」をご覧下さ

い。そこに「 クラブに月次出席報告は毎月の最終

例会後、地区ガバナーに送付する」とありますが、

メークアップの期間が14日 ありますので、アンケー

トの結果としては、翌月14日 、最終例会日2週間

後等の回答があり、それぞれのクラブの例会日に

準拠 してのお答えだと思います。

○未充填職業分類表の作成について

作成されているクラブが大半ですが、まだのク

ラブは作成をお願いします。その地域の職業の代

表者としてロータリーに入るという原点に立脚し

ますと、未充填を放っておいてもよいのかという

基本的な問題に関わってきますので表を作成し、

充瞑に努めて下さい。

C)ク ラブの記録文章の管理について

幹事というお答えが48ク ラブ、事務局というお

答えのクラブも、実際には幹事が目を通 し、事務

局に保管ということだと思います。あくまでも幹

事が保管責任者ですので、必ずお目通 しをお願い

します。

C)ロ ータリー財団寄付定期報告の作成

幹事、ロータリー財団委員長、地区年次寄付小

委員長というお答えが圧倒的で、中に事務局とい

うお答えがありましたが、幹事の責任ですのでご

了承下さい。

○インターアクトクラブ、ローターアクトクラブ

の例会に出席 した場合の扱いについて

・ クラブの指示に従って出席した場合はメークアッ

プとして認められる。

メークアップを認める理事会の承認があれば出

席扱いとなり、クラブの指示という前提が必要で

す。

○ クラブ協議会開催について

それぞれのクラブにおいて開催 して頂いていま

すので、何ら問題はありません。

○幹事は理事ですか

クラブ細則に従っての回答をお願いしましたと

ころ、

・ 理事である

0役員として理事会のメンバーである

曖味な回答があり、幹事は役職上理事でなくて

も必ず理事会には出席 して頂きますが、理事でも

理事でなくても結構です。

C)会員候補者に対 して入会前にロータリーの目的、

奉仕の理想、奉仕活動、クラブの運営等について

理解を求めた上で入会を決定されていますか

。積極的に理解を求めている -3分 の 1

0あ る程度理解を求めている

・ インフォメーションについて

30分 -9ク ラブ

最低でも1時間以上はお願いします。

○新会員に対する継続的インフォメーションとし
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て情報集会を実施 していますか

・実施 している -56ク ラブ

年に 2回が一番多く、 7回というクラブもあり

ました。

・ワこ施 していない -22ク ラブ

○次年度の抱負と計画

従来地区協議会が終わってからご提出頂いてい

ましたが、本年度は既にお願いし60数 クラブから

返ってきています。その中で極めて要を得て簡潔、

しかも内容のあるご意見を頂いたのが大阪阿倍野

R()です。ご発表をお願いします。

立石 泰教 (大阪阿倍野) 入会して 3年目で、

当クラブは今年で20周年を迎えます。入会当時は

マンネリ化の打破ということで何回も会議をされ

ていましたが、今になってやっとマンネリ、沈滞

の意味が分かってきました。行事団体のようにな

り、与えられた活動をこなしているだけのように

感 じています。改めて奉仕の理想を再認識 し、増

強よりも会員一人ひとりの強化と退会防止に努め

ていきたいと思っています。

津江サブリーダー 原点に戻 リロータリアン自

身の意識の向上を図りたいということだと思いま

す。組織や団体は日がたつにつれ最初の意気込み

が衰退 していくもののようで、安易に流れる傾向

にあります。ロータリーも同様で原点に戻らなけ

ればならない時期にきているように思います。

地久里昌廣 (大阪平野)私 は品位を重視 した

クラブにしていきたいと思っています。増強を急

ぐあまり安易にご入会頂いたものの退会というこ

とになり、このへんで厳 しい選考を行いたいと思

いますが、線引きの基準は難 しいところです。

戸田 孝パス トガバナー 原点を考えて、その

状態を刷新 し、それを敢行 していけばよいのでは

ないでしょうか。

中西 啓詞 (八尾) 私どもは青少年の育成と

活動ということで 3つ考えています。

① 小中学生の リーダーを育てようということで

八尾市教育委員会と相談

② 薬物防止についても相談

③ 今後の教育について討論会を実施 したい

津江サブリーダー アンケー トに沿ってお話を

進めさせて頂きます。

○諸会合への出席の促進について

週報、FAX、 電話等で色々と奨励され、各ク

ラブとも大変ご努力して頂いています。

津江サブリーダー 私どもの大阪南RCでは登

録料はクラブが負担 しているのですか。

森田 浩明 (大阪南) 決定ではありませんが、

諸会合が多くなるので登録料をクラブ負担すれば

と考えています。

津江サブリーダー それは感心 しませんね。地

区にもそういう動きがありますが、企業の出張で

はありませんので、それがマイナス方向に流れる

傾向があるように思います。

戸田 1孝パス トガバナー ロータリーは大きな

意味でのボランティアですので、費用を負担する

という姿勢が第一で、各クラブでけじめを付けて

頂 くのが大切だと思います。

先程も品位を重視 したクラブということを言わ

れていましたので申し上げます。ポール・ハリス

は僅か 3才で家族と別れ祖父母によって育てられ

ます。育った場所がウォー リングフォー ド、ここ

の風土は非常に厳 しく、その町の人々には善意、

寛容、忍耐の気風があり、それがロータリーの品

位となっているわけです。要職に就いておられる

方皆さんに品位があるかと言えば、そうとは言い

切れません。善意、寛容、忍耐、正直、誠実等を

兼ね備えるように訓練するのがロータリーの場で

す。最初から備わっている人にロータリーに入っ

て頂 くということは少なく、これらを会得できる

ような人に入会して頂 くことが必要だと思います。

長 くロータリーにいることにより学んで頂 く。学

ぶためには津江サブリーダーのおっしゃいました

ようにインフォメーションを与えることです。そ

れも与えずに品位が自然に備わるものではありま

せん。入会の時に「品位のある人でなければ」と
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。いうような狭い考えではなく、可能性のある人に

入会 して頂き、育てていくことがクラブの任務で

あると思います。

津江サブリーダー 地区大会やIMの登録料が

クラブ負担のところもあるようですが、再考をお

願いします。

04地区合同の地区大会について

経費の都合上、全員登録でお願いします。色々

な意見がありましたが、特殊な事情によりますの

で、よろしくお願いします。

ではここで土井正裕地区規定・情報委員長がお

みえ頂きましたのでお願い致 します。

〔RI組織規定の改正について〕

土井正裕地区規定・情報委員長

※会長部門と内容が重複しますので割愛させて頂

きます。

津江サブリーダー 会長部門ヘオブザーバーと

して行っておられました熊澤討論 リーダーが戻ら

れましたのでご報告をお願いします。

◆来る2004年の国際大会について◆

熊澤討論リーダー 先程から会長部門にまいり

まして、午前中にお話のありました「来る2004年

の国際大会について」に付随する経費の問題につ

いてお聞きしてきました。これは会長エレクト研

修セミナーで口頭で吉川インカミングガバナーか

らお話があり、本日は会長部門で採決を取られま

した。その結果をご報告致 します。

4地区申し合せによりまして19"年 3月 開催の

4地区連合地区大会は全員登録、これは全員一致

で採決されました。費用については登録料 1人当

たり15,000円 、内3,000円 は地区資金より充当、

実費としての12,000円 を前期と後期に分け6,000

円ずつの負担となります。

2004年開催の国際大会の積立金については初年

度 1人当たり4,000円、半期2,000円 を積立て、 5

年間で 2万円になります。これについても承認さ

れましたのでご報告させて頂きます。

会長部門での採決ですので勿論会長はご存知で

すが、実務の面では幹事の皆様のお仕事になりま

すのでよろしくお願いします。

2004年について何故これだけの積立金が必要か

ということの概略を説明します。国際大会で必要

な費用は大阪 ドームとインテックスを使用、更に

ホテル、バス代、プログラム、エンターテイメン

ト、PR、 事務費一切を入れまして15～16億 円か

かります。参加人数は推定 5万人、海外から2万

人、国内から3万人を考えています。これはあく

までも推定であり、東南アジアからの人たちが増

えればオーバーするだろうということです。15～

16億円を得るために全国13万人のロータリアンか

ら1人2,000円 を 5年間出して頂き、 1万円で、1

2億円ぐらいになります。以上にご報告させて頂

きます。

津江サブリーダー では再びアンケー トに従い

ご意見を伺いながら進めさせて頂きます。

○ ロータリーの原点を再確認する必要があると思

われますか

・ あると思 う -67ク ラブ

また、現状とマッチしないと思われるものがあ

るというのが茨木西RCの ご意見です。

西尾 忠夫 (茨木西) ロータリーの原点とい

うものと、今ここで話題になっているロータリー

の原点は同じだろうかと思うわけです。当クラブ

はまだ創立 5年ですので勉強不足な点もあります

のでご了承下さい。私が疑間に思っていますのは、

ロータリーの出発点はポール・ ハリスということ

ですが、一番最初の段階は、事業を通 じての共存

共栄であり、定款上でも職業分類、週 1回の例会

出席等重要な規定があってそれは納得できるわけ

です。ところが今現在のロータリーはそういう部

分よりも社会奉仕等の奉仕団体が前面にあり、そ

ういう観点からしますと職業分類が団体としての

性格とどう結びつくのかと思 うわけです。実際間
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題として入会される場合の職業分類は非常に曖味

であります。元々ロータリーが出発 した時の定款

が、時代と共にロータリーの性格も変わってきて

いると思いますので、このへんで一度考えてみた

らという気持ちで書かせて頂きました。

戸
「
田 孝パス トガバナー 初めは今言われまし

たように互恵主義、お互いに助け合 うこと等を目

標に出発 し、 1業種 1人はその時に決められたこ

とです。創立 3年 目にある人に「会員同士助け合っ

て、人にためには何もやっていないではないか」

と言われ、ポール・ ハリスも反省 し、定款を変え

て「 シカゴ市のために尽 くし、善良な市民になろ

う」と付け加えました。これが社会に対 しての最

初の 1節で、そこから奉仕の考え方が生れました。

現在では 1業種 1人の考え方は大 したことがな

いと思われがちですが、一番大切なロータリー綱

領の本文には、「有益なる事業の基礎として奉仕

の理想を推進 し、育成するにある」となっており、

有益な事業とは皆さん方の事業です。職業分類と

いうのは職業の横断面として色々な方にご入会頂

きたく、的確な人があれば、その人の職業に適 し

た分類をオープンしてご入会頂 くわけです。それ

を 1業種 1人ではなく誰でも入れるという感覚を

持たれては困ります。

社会奉仕は色々とありますが、職業ということ

がまず書かれ、職業奉仕が一番大きなもので、そ

こから社会に奉仕 し、国際奉仕へと広がっていく

わけです。原点とは互恵主義というのではなく、

ロータリーが形成された頃の哲学、理念を指 して

おり、善意、寛容、忍耐の心がロータリーを形作っ

ています。それらを全部ひっくるめたものがロー

タリーの原点とお考え頂けたらと思います。

津江サブリーダー 今のご意見と関連 しまして、

「原点を知る必要はあるが、現在の社会ニーズに

あったロータリーでありたい」と考えておられる

のが高槻東RCです。

疋田 和希 (高槻東) 確かにロータリーの歴

史を学ぶ必要はあると思いますが、時代と共に変

わっていくべきだろうと。友情から奉仕と変わり、

決議23-34か らでも時代は移っています。現在は

こういう不景気な時でもあり、理想ばかりではな

くて現実に会員が共に手を携え合って助け合って

いけるようなロータリークラブでよいと思ってい

ます。過去ばかりを振 り返る必要はないのではな

いかと考えています。

戸田 孝パス トガバナー ロータリーである限

りは決 して変えてはいけないことと、時代に即 し

て変化 していく部分とがあると思います。ロータ

リーの原点やロータリーの哲学は変わってはいけ

ない部分です。それを変えたらロータリーではな

くなってしまいます。但 し、今の時代に合ったよ

うな形で実践的に変わっていくことは必要だと思

います。ポール・ ハ リスも「 ロータリーの歴史は

何回も何回も変えていかなければならない。それ

は社会の変遷に沿 うものである」と言っています。

その意味ではニーズに応えるべく変わっていくべ

きだと思います。どうですか。ご理解頂けました

でしょうか。

津江サブリーダー 戸田パス トガバナーは「不

変」ということを言われましたが、それに触れて

おられますのが大阪東RCです。

片山  勉 (大阪東)私 は古田パストガバナー

と同じようなことを感 じています。やはり本質的

な部分はそのまま残るべきであろうと思います。

それを実現する手段等は色々と変わっていくこと

はあると考えます。

津江サブリーダー 本来のあるべき根本的な問

題は不変のものとして受け止めながら、戸田パス

ートガバナーのお話にありましように、現状に即 し

た奉仕活動を行っていくということでお考え頂け

たらと思います。

○ クラブの運営、奉仕活動について見直す必要が

あるか

この点についても大変多くのご意見を頂いてお

り、親睦活動の見直 し等色々と挙がっています。

中には、常にロータリーの原点に戻る意識を持っ
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ているから、あえて見直す必要はないという力強

いご意見もあります。歴代からクラブの運営、活

動が十分に行われているので現状に問題がないと

いうクラブも相当数ありました。

C)ク ラブの例会を変更した時、本来の例会日時に

ビジターの受付は誰がされていますか

大半は事務局員となっていますが、本来は幹事

に出て頂 くのが原則です。他には出席委員、友好

委員の方にして頂きたく、事務局員に任せるとい

うのはどうかと思います。

また実例で、クラブの例会を変更 した時、その

クラブの方がメークアップに行かれているのには

驚きました。あるべき姿ではありませんので、改

めて頂きたいと思います。

○ クラブが抱えておられる問題について

・ 会員が減少している

・ 出席率が低 くなってきた

・会員の高齢化が目立ってきた

以上のようなご意見が多かったように思います。

泉  博朗 (大阪住吉)私 が幹事を仰せつかっ

た時に、クラブの流れを把握するために事務局よ

り資料を頂いたところ、私は入会 して 8年になり

ますが、私より後で入会されて既に辞められた方

も何名かいらっしゃいます。私自身は自由でいい

クラブだと自負していますので、会員増強は勿論

ですが、退会者をなくすためのインフォメーショ

ンをしていきたいと考えています。幸い私は色々

な方からアドバイスを頂き今日あることを嬉 しく

思っています。折角幹事の任をお受けしましたの

で、退会者防止について何かできればと思ってい

ます。

豊田  峻 (門真) 当クラブの元会員が「ロー

タリーの会員として相応 しくない」ということで

身分終結の問題が発生 し、辞めて頂 くことになり

ました。その後でご本人が不服として申し立てら

れ裁判沙汰になり、第一審の地方裁判所では原告

が敗訴、現在は高等裁判所にまでいっています。

津江サプリーダー あえてお尋ねしましたのは、

やはり入会の問題、会員身分終結の問題、これら

は規定があるわけですが、その扱いは非常に慎重

にして頂きませんと、このような問題が起こり得

る可能性のある社会に変わってきているというこ

とです。この点は特に幹事にご留意頂きたいと思

います。

会員入会申込用紙をいきなり書いて頂きますと、

撤回するのが難しいと思われますので、最終的な

話 し合いが終わった段階で書いて頂 くようお願い

します。従って会員入会申込用紙は幹事の手元で

保管 して下さい。

さて、ロータリー財団委員長からのご依頼で、

財団のマルチプル・ ポール・ハリス・ フェローピ

ンのお申込用紙が事務局にありますので、それに

ポール・ ハリス・ フェローが何回目かも明確に書

き込んで地区に提出してほしいということです。

【質 疑 応 答】

Q)庄司修三郎 (箕面) 地区主導の拡大は辞

めてほしいということについて、当クラブは拡大

のことで揉めており、これはやはり地区主導の拡

大であったからだと思っています。拡大はそのク

ラブの問題ですから、クラブに任せて頂きたいと

おもっています。

A)熊澤討論リーダー 具体的なことが分かり

ませんので・・・。私は地区拡大の方の委員長を

していますが、理解しがたいことが色々と耳に入っ

て くるわけです。

Q)庄司修二郎 (箕面) 実際の状況を地区の

方にもっと知って頂きたいと思います。拡大はそ

のクラブの問題ですが、地区からみて「拡大され

てはどうですか」という指示があったわけです。

まずそれが問題だと思います。 クラブの方から

「 ご相談 したいので来て下さい」と要請する場合

はいいと思います。

A)熊澤討論リーダー 私がガバナーの時から

の話ですか。
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Q)庄司修二郎 (箕面) もう4年になります。

区域の共有ということで 2回決を取 りまして、 2

回とも否決されました。にもかかわらずなおかつ

拡大をするようにということですので、非常に私

どもは困っているわけです。こんな場に相応 しく

ないかもしれませんが皆さんに聞いて頂きたいと

思い述べさせて頂きました。拡大はクラブの問題

ですから、クラブに任せて頂きたいと思います。

A)熊澤討論リーダー ただ、ガバナーの任務

として拡大、会員増強ということがあります。

Q)庄司修二郎 (箕面) それは分かっていま

すし当クラブに拡大の意思はあります。

A)熊澤討論リーダー 地区が何もしなければ

拡大はありませんので、ガバナーに協力を要請 し、

その気運のあるクラブは一生懸命やって頂 くとい

うことです。

Q)庄司修三郎 (箕面)拡 大は自然にできる

ものだと思います。無理に拡大をして会員数が減

れば問題も生 じますので、クラブ内にそういう雰

囲気が起こるのがベス トです。

津江サブリーダー ちょうど時間になりました

ので、これで幹事部門の協議会を終わらせて頂き

ます。どうか新 しい年度にそれぞれのクラブが活

発な運営、活動を展開されますよう祈念致します。

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 近藤 雅臣 (千  里)

(ガバナー)

多田 昭三 (大阪東南)

新津 敬直 (大 阪 西)

土井 正裕 (大 阪 北)

大川進―郎 (大  東)

サプリーダー

サプリーダー

サブリーダー

サプリーダー

近藤討論リーダー 私はロータリーの原点は I

Serveで あり、We ServeのWeはそれぞれ異なっ

た方々が集まった場合を言うと思っていますので、

クラブのサービスもI Serveに 統一してもよいの

ではないかと考えています。ロータリーの基本は

クラブです。そのクラブがどのように運営され、

どのように進展していくのかということが結局ロー

タリーの発展につながりますので、 4大奉仕部門

の トップを切るクラブ奉仕部門は最も大事な部門

であります。

本日は伝達の師の4人のサブリーダーからそれ

ぞれの部門においてご説明をお願いし、それに対

して皆様方のご質問、ご意見を拝聴 し、地区とク

ラブとの連携を密にしながら素晴らしいクラブ作

りにお励み頂きますようお願い致 します。

◆規定・ ロータリー情報について◆

土井サプリーダー 今年の 1月 にRI規定審議

会がインドのニューデリーで開催されました。そ

こで次年度以降のクラブ活動に関係のあるRI定

款、RI細則、標準RCク ラブ定款の改正点をご

説明させて頂きます。

※会長部門と内容が重複 しますので割愛させて頂

きます。

◆識字率向上について◆

菅生パス トガバナー 各クラブの広報委員会を

通 じて、識字率向上の問題を十分広報 して頂きた

くお願い致 します。

7月 は「識字率向上月間」となっており、正確

には識字率並びに計算能力向上、分かりやす く言

えば読み書きソロバンの能力になります。何故 日

本のロータリーで今更とお思いでしょうけれども、

RIは どこまでも地球 レベルで問題を見ています。

日本は明治以来の初等教育の普及によりほとんど

完全に充足 していますが、世界 レベルで見ますと、

まだまだ字が書けない、字が読めない、計算がで

きない人たちが沢山おられます。

そこで、充足 した人たちが欠落 した人たちに手

を差 し延べ支援 して、みんなで協力をして地球 レ

ベルで引っ張 り上げていこうということがテーマ

になっています。

何故これが大事かということですが、読み書き

ができる、数字をマスターしているということが

文化文明の基本です。ところがそれが欠落 してい

る人たち、世界で10億に近い人たちが非常に貧し

い生活、飢餓と貧困との闘いです。 これが悪循環

しており、貧しい生活の中では教育が行き届かず、

字も読めず計算もできないから貧困が解決 しませ

ん。どういう生活かと言いますと、まず生計が成

-26-

●熟 1響ヽ

‥

■

，

　

一

僣 |



り立たない、自立ができない。その中では豊かな

生活感情や平和な心情がなかなか難 しいと思いま

す。また、人間は社会的動物ですので相互に意思

を疎通 し、理解 し合ってやっていかなければなり

ませんが、それもできないでしょう。ロータリー

の最終的な目的は国際的な理解だとか親睦、平和

な社会の実現、人類の福祉の実現と高らかにうたっ

ていますが、足元で何十億という人たちがそうい

う状態であります。そこでRIが このことをポリ

オ・ プラスの後の大問題だということで取り上げ、

全世界のロータリアンに協力を呼びかけています。

去年の 7月 RI理事会では、2005年のロータリー

の100周 年まで継続 して、毎年頑張ってやってい

くという決議をしています。

具体的には我々はアジアのゾーンですので、 5

～ 7ゾーンからの色々な計画をタイに集め、日本

の 1～ 4ゾーンまでと連絡をとって、その中から選

択をします。その方法の 1つはWCS、 もう1つ

はロータリー財団の同額補助金、 3-H、 新人道

的プログラムになります。詳細については資料を

お読み頂き、クラブの広報活動を通 じ、全会員の

皆さんに広報頂きますようよろしくお願いします。

◆広報・雑誌について◆

新津サブリーダー ロータリーは陰徳を良しと

していましたが、現在は広報の時代です。ロータ

リーの友の秋山委員長がアジアゾーンコーディネー

ターをされており、当地区でも広報には重点を置

いてやっています。アンケー トの結果でも相当数

のクラブが五大紙に自らの奉仕活動を発表されて

いますので、次年度も大いに広報 して頂きます。

やはり世間に知らしめることが一番大切です。本

年度は大阪天満橋、大阪大手前、大阪中之島の 3

クラブが合同で記念例会をされ、80万円を集めて

毎日新聞社に寄付 し、新聞に載 りましたし、高齢

者の作文も産経新聞に原稿を送 りました。意外と

新聞社の方は直接会ってお話 しますと取材 して頂

けるようです。地区としてもサポー トしますので、

積極的な広報活動をお願いします。また、過 日に

はガバナーとの懇談会を催 しましたところ、在阪

11社中 8社の新聞社の方が来られて、近藤ガバナー

のロータリーの話、菅生パス トガバナーからは教

育問題やロータリー財団について、熊澤パス トガ

バナーには里親問題やGSEや 交通問題のお話を

して頂き、大変和やかなうちに終えることができ

ました。

交通問題につきましては、具体的なことがなか

なかつかめませんので、総論的なことを詰めて頂

き、それを一般の方々にも広報 していきたいと思っ

ています。教育問題につきましては、次年度はア

メリカより専門の博士をお招きし、「青少年非行

問題を防止する方法について」という文化講演会

を開催 し、一般の方にもご参加頂きたいと思って

います。

雑誌につきましては、委員長には本年度から発

行 1週間前に自宅ヘロータリーの友を送付 し、そ

の中から印象に残った記事をピックアップし、次

の例会でご紹介して頂こうと試みましたが、実行

されていたのは約半分のクラブだけでした。次年

度は是非よろしくお願いします。

来年は4地区合同の地区大会もあり、地区内に

作曲家のロータリアンがおられますので、次年度

早々に作詞を皆様方から募集 し、大阪発のいつま

でも歌えるロータリーソングを作って頂 くことに

なっています。ご協力をお願いします。識字率向

上については菅生パス トガバナーのお話の通 りで

すが、7月 8日 に広報 0雑誌委員長会議を開催 し

ますので、ご出席をお願いします。

インターネットの情報網の基盤を作ってほしい

という要請がありますが、現在は大阪北梅田、守

日、大阪うつぼ各RCが熱心にされています。守

口RCの中園様、大阪北梅田の奥田様、東大阪東

の橋本様に地区の委員をお願いし、インターネッ

トの情報網について進めて頂 くことになっていま

す。
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◆会員増強について◆

多田サブリーダー ロータリーは会員そのもの

が資産であり、財産であります。勿論会員が増え

れば入金があり潤 うわけですが、それ以上に奉仕

の原動力となり、活発な活動に人員は欠かせませ

んので、是非増強について考えて頂きたいと思い

ます。

会員の自然減は否応なくありますが、自然増は

決 してありません。自然減とは健康面、転勤、止

むを得ない事情による退会です。

ロータリーの現状として、 1万名以上の会員を

擁する国を挙げますと、 1位はアメリカの40万人、

日本は 2位で12万9,000人 、インドが 3位で 7万

人です。そしてアメリカや日本、イギリス、オー

ス トラリアなどの国々は飽和状態で減少の傾向に

あり、韓国やインドや台湾などのこれからも発展

を続けようという国々に期待ができます。ただ、

人口比で見ますとアメリカは500人 に 1人がロー

タリアン、日本は1,000人 に 1人ですので、日本

はまだまだ伸びる余地があると思います。

日本の会員数をみてみますと3年前からほとん

ど伸びていません。当地区は現在5,535人 、1995

年は5,3部人、1996年には5,600人だったのが減っ

ているという現状です。

1994～'95年から4年間のデータをとってみま

すと、日本全国で会員増強のコンテス トがあった

年は当地区も200数十名が増え、その反動からか

翌年から減少 していますので、あまり急な増強も

考えなければなりません。自然にそれぞれの立場

で努力して頂 くという増強がいいのではないかと

思っています。この 3月 末で5,500人 、去年の 7

月に5,470人でスター トし、一時は5,559人 まで伸

びましたが、また減少 していますので、今からで

も少 しでも増やして頂き、決して期初より減るこ

とのないようにご協力をお願いします。

次年度の増強 目標は純増 2%です。5,500人 と

しますと110人 を増にしなければなりませんので、

少なくても300人 ぐらいを増強するつもりで努力

をして頂きたいと思います。当地区の 1ク ラブ平

均会員数は70人、70人 ぐらいのクラブで 5人の増

強をお願いします。

そして退会防止、せっかく入会 して頂いても退

会者が出たのではどうにもなりません。退会を防

止するために如何に策を取るかということで皆様

方でよくお考え下さい。

この8月 が「会員増強拡大月間」になっていま

す。各クラブの増強委員長にお集まり頂き、地区

で会員増強セミナーを開催する予定にしています。

そこで増強の施策を各委員長さん共々と考えてい

きたいと思っています。来年の2月 には各会長も

ご一緒に増強セミナーをもう一度開催の予定です。

と言いますのは6月 から7月 にかけて、12月 から

1月 にかけての年度変わりに必ず会員が減る傾向

にあり、これは会費支払いの時期でもありますの

で、このことも含めまして 8月 と2月 のセミナー

開催 し、退会防止を含めて考えていきたいと思っ

ています。

我々地区委員はIMに は必ず出席 し、会員増強

の現状を皆様方にお知 らせ致 します。また、 8月

の月間に卓話のご要望があれば、地区に言って頂

きますと我々委員がお伺いさせて頂きます。

◆親睦について◆

大川サブリーダー ロータリーは親睦からとい

うことがよく言われ、まず親睦ありきで、その次

が 1業種 1人の職業奉仕です。その中から得たも

ので世の中に奉仕する、これが社会奉仕になり、

ロータリアンがアメリカだけではなく世界中に広

がり、これが国際奉仕となります。これが4大奉

仕ができた順番で、クラブ奉仕委員長が副会長を

務められる例も珍 しくありません。

地区の親睦活動委員会の活動としては、皆様に

趣味のアンケー トを取らせて頂き、圧倒的に多かっ

たのがゴルフ、次は旅行等が出ていました。ただ、
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「器楽」とした人で、昔やったことがあるという

方もあり、現役か観るだけかという区別もすれば

良かったと反省しています。アンケー トの内容は

コンピューターに保存 し、「 クラブ別、趣味別人

員表」となっています。また、「地区大会美術展

出展 リス ト」という形でアンケー トをとりました

ところ、出展者54名、総点数96点 という応募があ

り、当日は52名、94点になりましたが、内容も豊

富で非常に良かったと喜んでいます。

今回の地区大会は近藤ガバナーのご英断で全員

登録となり、この前例がありますと今後が楽にな

るのではないかと思います。

近藤討論リーダー 私の独断で、私の年度から

させて頂きました。次年度はどうなるかは分かり

ません。

大川サブリーダー 今まではコンコースに受付

が必要でしたが、それがいらなくなり、その場所

で美術展をさせて頂いたわけです。早速に「美術

展を開催 して頂きありがとうございました。他の

クラブの友人の秘められた能力を目の当りにして

今までにない友好を深めることができました」と

いうような嬉 しいファックスも頂いています。次

回は大阪 ドームですので、美術展についてはどう

なるかは未定です。

さて、カラオケ大会を 2月 に開催 し、登録人数

を超える46名 の方に歌って頂き、本当にプロ級の

巧さで、大変盛 り上がりました。応援団も42名 に

来て頂き、今後も続けられたらと持っています。

その時の大阪西南RCの黒田様をスカウトし、 5

月 8日 の地区大会の前夜祭で「ザ・ ベリーグッド

マン楽団」をバックに歌って頂きました。この楽

団は趣味のアンケー トの結果を基に出演依頼をし、

ロータリアンで構成されています。来年度は4地

区合同ですので色々とアイデアを練 り、各クラブ

に「合同地区大会出演者募集アンケー ト調査依頼」

をお願い致 しました。 3月 13日 (上)大阪 ドームで

開催の時に、昼食時や夕食時にクラシックとジャ

ズを分けてやってみたいと思っています。当地区

は勿論ですが他地区にも呼びかけたいと考えてい

ます。また、出演者の対象はご家族や、事業所の

方にも呼びかけており、ロータリアンの皆さんは

本当に多芸ですので、どれぐらいの方が集まるの

か楽 しみにしています。2004年の国際大会には更

にどうなっているのか色々と夢は膨らんでいます。

「合同地区大会出演者募集アンケー ト調査依頼」

を是非 6月 末までにご提出頂きますようよろしく

お願い致 します。

また、次年度は地区で剣道大会を是非開いてほ

しいということです。剣道を趣味とする方は14名

となっています。そして地区で同好会を進めたい

という話も出ています。

2月 の地区親睦活動委員会で、家族会について

のご意見があり、年々会費がアップするのはどう

かということでした。家族同伴となりますと経費

もかさみますので、できるだけ安 く、より多くの

方にご参加頂きやすいように工夫 し、その中で親

睦が深められるようによろしくお願いします。

先程の上井規定委員長のお話にありましたメー

クアップの件ですが、私の所属 します大東RCの

場合は移動例会ということで職場見学等を行い、

例会出席とみなしています。他クラブでは日曜日

に親睦委員会主催の職場見学を行えばメークアッ

プ扱いにしないとおっしゃっていましたが、今の

ご説明で理事会が認めればメークアップになると

いうことですので、職業奉仕委員会と共済で活動

を行 うなど、親睦委員会の行事がメークアップ扱

いにもなります。そうなれば出席者も増えるので

はないかと思います。

9月 に行われました野球大会については、地区

に11チ ームあり、アンケー トの回答を見ましても

野球をやっておられた方、今もされている方はか

なり多く330名 という数字が出ています。もっと

沢山のチームができると思いますので、他クラブ

と合同でも結構ですので、より親睦の輪を広げて

頂ければと思っています。

近藤討論リーダー 色々なアイデアをお持ちの
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大変活発な委員長で、吉川次期ガバナーのご理解

の下にお進め頂きたいと思います。次年度のテー

マが「 ロータリーの夢を追い続けよう」というこ

とですので、親睦の夢を追い続けて頂ければ結構

です。

以上で 4人のサブリーダーのご説明を終わらせ

て頂きます。ここで今までの内容に対するご質問、

ご意見があればお願いします。

【質 疑 応 答】

Q)前田 澄雄 (寝屋川)増 強に関連 しまし

て、当クラブも女性会員をターゲットにしていま

すが、会員の中には消極的な意見があります。こ

の中で女性会員のおられるクラブの方に、忌憚の

ない状況をお聞かせ願えればと思います。

A)多田サブリーダー 増強セミナーの際にバ

ズセッションを行い、増強のための施策、退会防

止、女性会員についてご意見を伺いました。私の

ように女性と机を並べて勉強したことのない者は

少 し考えるようで、今の学校教育を受けてこられ

た方は抵抗が少ないと感 じています。男性が決 し

て入れない婦人会、女子大、何故か男性の中には

女性の進出が目立つ傾向にありますが、世の中の

自然の流れとして男女関係なくロータリアンとし

て相応 しい方であればご入会頂ければ思います。

A)近藤討論リーダー 公式訪間の時も言いま

したが、私の考え方はロータリアンに男女はあり

ません。その人が素晴らしい方であれば男女の区

別なくご推薦下さい。ただ、入会後も男女の別け

隔てなくご一緒の行動をお願いします。また、各

クラブで 1人でも2人でも反対があれば、クラブ

全体としての意見がまとまらなければ強行するこ

とは問題だと思いますが、「女性を入れたら私は

辞める」と言われていた会員が、女性会員が入ら

れて辞められないという結果も出ているとお聞き

しています。基本的にはロータリアンとして徹す

るということ、クラブのコンセンサスを得て頂 く

ということです。

Q)橋本 憲之 (大阪南) 先程、情報委員長

から説明がありました「 クラブ奉仕プロジェクト」

のことですが、「妥当な回数を定めて」とありま

すが、年間にどのぐらいの回数が妥当だと考えて

おられるのでしょうか。私のクラブはフォーラム

を例会と別個に開催 していますので、フォーラム

と家族会と職場見学だけでも10回はあり、その他

を入れれば10数回になり、例会の重要性というこ

との関連で多すぎるのではないかと感 じています。

クラブによってばらつきがあると思いますので、

妥当な線をお出 し頂けませんか。

A)近藤討論リーダー これは規定に関する間

題ですので、後程土井委員長より正式にお答え頂

きます。

Q)橋本 憲之 (大阪南) 7月 発効となりま

すと、6月 の理事会で決めなければなりませので、

よろしくお願いします。

土井サブリーダー 近藤ガバナーとしての見解

はありますか。

Q)橋本 憲之 (大阪南) この件に関しては

いつ頃お教え頂けますか。

A)土井サブリーダー 回数を申し上げるのは

たやすいことですが、はっきり決めてしまうのが

よいのかどうかという問題もあります。これはク

ラブが自主的に決めるべき問題です。

Q)橋本 憲之 (大阪南) 地区の中で、ある

クラブは 5回、あるクラブは13回であっても、そ

れは全然問題はないのですか。

A)土井サブリーダー 問題がなくはありませ

んが、 5回と13回 ぐらいのばらつきは許容される

と思います。 5回 と20回や30回 になれば大きな問

題ですね。

Q)橋本 憲之 (大阪南) 相当自由な幅があ

ると理解 してよろしいですね。

A)土井サブリーダー 良識を持ってお願いし

ます。

A)近藤討論リーダー 次年度のことですので
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口出しするのもどうかと思いますが、どうか例会

を主体にして頂きたく、良識を持って考えて頂け

ればと思います。

Q) 本日頂きました「 クラブ理事会の承認の

運用」についての資料は、地区として正式な書類

はでる
`D‐

でしょうか。

A)土井サブリーダー 7月 1日 付けで吉川ガ

バナーから、次年度会長宛に要望事項の通達とし

て流します。

Q) 当クラブは細則改訂の作業を行っており、

手続要覧の英文の原文は地区事務局にあるのでしょ

うか。

A)土井サブリーダー あります し、お取 り寄

せもできます。 クラブ細則は推奨ですので、手続

要覧の通 りでなくてもよく、誰が読んでも理解で

きる文章にされたらと思います。

近藤討論リーダー 各サブリーダーさんは、何

か補足があればお願いします。

土井サブリーダー 地区の規定情報委員会には

卓話銀行があり、本来卓話講師を依頼する場合は、

それぞれ会員がお知 り合い等を通 じてお願いされ

るわけですが、それを側面からお手伝いさせて頂

きます。地区規定情報委員会には卓話委員 3名 を

配 し、クラブからの要請に応 じて日程が合えばお

引き受けします。利用されたクラブは必ず「いつ、

誰がどういうテーマでお招きしたか。メナバーの

評判はどうだったか」という報告書を、ガバナー

事務局に提出して頂きますようお願いします。

多田サブリーダー ロータリーヘお誘いするの

に、「 ロータリーとはこういうものだ」というこ

とを口だけで説明してもなかなか理解 して頂けま

せん。大阪城南RCでは昨年度「 ロータリークラ

ブヘのお誘い」という大変立派な冊子を作ってお

られます。関心があります方はいつでもお貸 し致

します。

近藤討論リーダー 引き続きフロアーからのご

意見をお願いします。

【質 疑 応 答】

Q)岡田早苗三 (東大阪中)地 区大会の美術

展について、来年度もあのような催 しはあるので

しょうか。

A)近藤討論リーダー できればやりたいと思っ

ています。

Q)岡田早苗三 (東大阪中) 今年度は私も2

点出品させて頂きました。お忙 しい中のご準備は

大変だったろうと思いますが、少 し準備不足のと

ころが目立ったようの気がします。第一は公式の

プログラムに美術展のことが触れていないこと。

せめて出品者の リス トぐらいは載せてほしかった

と。それがなければ出品目録 ぐらいは次回からは

作って頂きたいと思います。私が出品したことも

ご存 じない方が当クラブにはおられました。来年

度も開催されるので したら、よろしくお願い致 し

ます。

A)近藤討論リーダー そうですね。誠に申し

訳ございませんで した。地区大会の記録誌を作成

しますので、そこに載せさせて頂きます。

Q)若林 三雄 (茨木東) 会員増強に伴 う会

費の件で、会費は前期と後期に分けて払 うわけで

すが、仮に5月 に入会された場合は2ヵ 月分を払

うのか、後期分全額を払 うのか、どうすればよい

のでしょうか。

A)多田サブリーダー 基本的には個人のポケッ

トマネーで払 うのが大前提です。ですから、 5月

入会の場合は新年度からが正式な会員とし、 2ヵ

月間はビジター的な扱いをされてはどうでしょう

か。 3分の 1だけ払ってもらってはどうかと思い

ます。

A)土井サブリーダー 規定の方から言います

と、貴クラブのクラブ細則にどのように決められ

ているかです。会費については必ず しも半期毎と

せずに、新入会員については月割 りというふうに

細則に書かれても結構です。

A)近藤討論リーダー この件も含めて、クラ
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プの運営には英知を十分に使い、円満に管理でき

るという幅広い面もありますので、朱配をお任せ

致 します。

土井サブリーダー 会長部門の質問の中で「 ク

ラブ理事会やアッセンプリーに入会 1年未満の会

員にオブザーバーとして出席を促 しているが、こ

れをメークアップとして扱ってもよいか」という

のがあり、私はそれを認めると返答 しました。そ

のような機会に勉強するのも大事です。ただ、理

事が理事会に、委員がアッセンブリーに出席する

のは職務遂行ですのでメークアップではないこと

も言っておきましたので皆様もご了承をお願いし

ます。

A)近藤討論リーダー このへんで終わらせて

頂きますが、大変活発なご意見、或いはご質問を

頂きましてありがとうございました。各サブリー

ダーからのご説明をご理解頂けたかと思いますの

で、次年度のクラブ奉仕部門で大いに活躍 して頂

き、素晴らしいクラブ作 りに貢献されますことを

心からお祈 り申し上げまして、クラブ奉仕部門の

分科会を終了させて頂きます。ありがとうござい

ました。
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職 業 奉 仕 部 門

討論 リーダー 松本 良諄 (大 阪 東)

(パス トガバナー)

丹羽 健二 (大阪西南)

松岡晃一郎 (大阪うつぼ)

近藤 浩司 (大 阪 南)

松本  豊 (大阪東南)

日野上輝夫 (大阪阪南)

サブリーダー

サプリーダー

サブリーダー補佐

オブザーバー

オブザーバー

松本討論リーダー 職業奉仕委員長はクラブで

は理事としての重職を担っておられると思います。

ローータリーの基本はクラブであり、クラブなくし

て EI― タリーは成 り立ちませんので、理事という

役職はロータリー存続のための最も重要な責任を

分担されているわけです。そういうご覚悟を頂き、

7月 1日 からの一年間、長期の視野に立ってクラ

ブの運営に全力投球 して頂きますようお願いしま

す。

お手元に配布させて頂きました資料は中身が濃

く、今からの 2時間でとてもマスターすることは

できないと思いますが、この一年間の虎の巻とし

て、少 しずつ消化 し、皆様の栄養にして頂ければ

と思います。

ポール・ハ リスは祖父母の下で育てられ、祖父

の厳 しい躾けと祖母の優 しい愛情を受けて育ちま

した。大学卒業の時に祖母から「あなたは今まで

色々な人たちにお世話になった。これからはご恩

返 しのために、人々の真心に応えられるような人

生を送 りなさい」と言われたということです。そ

してポール 0ハ リスは各地へ放浪の旅に出ました。

色々な仕事に携わり、 5年後にはシカゴで弁護士

の職に就 くわけです。その頃のシカゴは荒廃 して

おり、このような世の中であればこそ熱い友情に

結ばれた信頼関係が一番大切ではないか。そこで

3人の志が集まり1905年にロータリークラブの誕

生となりました。最初は友情と助け合い、互恵主

義であったのが、クラブの目的をはっきりさせ、

新 しい理念を打ち立てようという気運が起こった

わけです。そして委員会を発足 し、Serviceと い

う概念が生れました。Serviceと は自分の欲望

(自利)と 利他とのバランスの上に立つ一つの理

念で、これを社会的な概念として打ち立てました。

これが皆さんよくご存 じの “He Profits Most

Service Best'' 
‐
です。

ロータリーは利益に固執 してはならないとか、

職業奉仕がよく分からないと言われます。また、

「積善の家に余慶あり」という言葉で利益という

ものをぼかしますが、先程の標語は「よく奉仕す

れば、よく儲かる」ということで、ロータリーの

会員がどんどん増えていったということも言えま

す。実際にこの標語が提案されたのは1911年 です。

同時に “Service Not SeFと いう標語も提案さ

れ、後年になり “Ser�ce Above Self"と なり

ました。そしてこれらが正式に標語として採用さ

れるのに39年かかり、やっと1950年に公式の標語

として採用されました。

私がガバナーをしていましたちょうど11年前、

チャック・ ケラー元RI会長が、ロータリーでは

40年 もの間、職業奉仕について議論をしたことが

ないということで特別委員会を発足させ「 ロータ

リーに関する新方針」を出し、その 2年後の1989

-33-

11■ |||11

111111111:

|||||||=|||111'

411‐
‐.11111111●‐

.I 鶉



年に規定審議会で、新方針に基づく「職業宣言」

が採択されました。

職業奉仕の掛け値のないところは、相手の立場

に立って物事を考える。相手の痛みが分かるとい

う利他の精神です。利他と自利をその時の状況の

中で、どうバランスを取るかということがSer�ce

で、それが職業奉仕です。

日常的に毎日やっている職業の中で、自利と利

他との闘争、それをアレンジしていくのがSer�ce

だと思います。Serviceを辞書でひきますと「神

に仕える」「主人に仕える」とありますが、アー

サー・ シェル ドンがロータリー特有の概念として

打ち出したのは、自利と利他との闘争、協調とご

理解頂ければ結構かと思います。

資料の中に「四つのテス トと日米摩擦」という

のがあると思います。四つのテス トについて「 こ

んなきれいごとでは商売にならない」と思ってお

られる方もあるでしょう。大阪RCでは例会時に

四つのテス トが英語で書かれた旗を掲げられまし

て、英語の方がはっきりするかもしれません。

fairの 日本語を「公平」と略 していますが「公明

正大」や「正々堂々」の方が適当だと思いますし、

また英語の「関係者みんなに」を「みんなのため

に」と訳しているので、ピンとこない部分がある

わけです。このようなことがありますので、どう

しても「職業奉仕は難 しい」となってしまいます。

そこで大阪RCの塚本氏が「難 しくないヴォケー

ショナルサービス」という冊子を出しておられま

すので、ご一読頂きますようお願いします。

職業奉仕を極端な言い方をする方は「企業家と

して儲けて税金を沢山納め、従業員にできるだけ

沢山給料を分配 し、株主にもしかるべき配当をす

ること」と言われます。ロータリアンはそれに止

どまらず、社会奉仕や国際奉仕にも目を向け、社

会に貢献 してこそ職業奉仕が全うされると思いま

す。

◆次年度活動計画について◆

丹羽サブリーダー

1.基本計画

ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕に

あると言われ、職業奉仕の理念を十分に理解する

ことが、ロータリアンに与えられた義務の第一歩

です。会員一人ひとりが企業や専門職務での職業

活動において常に職業倫理の向上を目指 し、行動

することです。ロータリーの綱領に示された職業

奉仕の原点に立ち返って、その意義と必要性を厳

しく見つめなおす必要があると思います。また、

1980年代以降、RIの職業奉仕に対する取 り組み

方も微妙な変化が見られます。

2.活動計画

① 職業奉仕の原点についての研究

② ロータリーの発展過程におけるRIの 目指

す職業奉仕についての研究

③ 職業奉仕の新方針についての研究

④ 職業奉仕月間の円滑な推進

⑤ クラブ職業奉仕活動に関するアンケー トの

実施

具体的にはどういう職業生活をすれば目的に叶

うのかということで、先程もご披露頂きました塚

本氏の「難 しくないヴォケーショナルサービス」

という冊子、極めて平易に解説してあります。じっ

くりお読み頂ければ参考になると思います し、そ

の結果、クラブで配布 したいというご希望があれ

ば、地区にお申し出頂ければお譲 り致 します。

1905年にロータリーが発足 し、職業奉仕という

概念が確立されたのは1910年過ぎぐらいで、先程

の標語が出た1911年頃だと思われます。職業奉仕

の理論構築をされたのはアーサー 0シ ェル ドンで、

以来RIは具体的にどういう行動目標を持って職

業活動をすればよいかということを、色々な指針

で順次作 り上げ承認 してきました。

資料の中に「全分野の職業人を対象とするロー

タリー倫理訓、道徳律」というのがありますが、
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これは1915年に出来上がったものですが、ある事

情で現在は姿を消 しています。ところがこれを信

仰しておられるロータリアンが、特に日本に多く、

内容的に非常に素晴らしい11項 目が書かれていま

す。

「職業宣言」は手続要覧にも載っており、新方

針が出まして少 し流れが変わっていますが、決 し

て従来の職業奉仕の生き方を否定するものではあ

りません。1989年に決議文化された時に、同じ声

明の中の一部分として職業宣言が載っていまして、

8項 目から成っています。不祥事の多発する世の

中ですので、これを守っておれば、そのようなこ

ともある程度防げるのではないかという気が致 し

まり
｀
。

これらはいずれも会員個人の行動規範、行動目

標を示 しているもので、所属のクラブのすべきこ

とは何も書かれていません。元々職業奉仕の実践

は会員個人が行 うのが前提的な考え方で、クラブ

はそれを支援する役割を担 っています。ただ、

19g)年代後半以降、RIの職業奉仕に対する取 り

組み方に微妙な変化が見られ、そのきっかけはや

はり、職業奉仕に関する新方針だろうと思います

ので、新方針を説明した資料を別途入れさせて頂

きました。併せて「地域社会における職業奉仕」

という小冊子によって、クラブの職業奉仕活動と

して実施すべき各種の事例の紹介、提案されてお

り、職業奉仕委員会の中に幾つか小分野を作るよ

うにとなっています。①職業相談 ②職業指導

③職業情報 ④職業活動表彰で、日本にそぐわな

い項目もあります。声明の中の特徴的な内容とし

ては、明らかに職業奉仕は個人だけではない。ク

ラブも奉仕に関する大きな責務を担い、そのため

にはプロジェクトを開発するようにということが

はっきり書かれています。

地区の職業奉仕委員会はRIと クラブの間の情

報伝達機関に徹 しますので、それぞれのクラブの

理事会でご判断の上、活発な職業奉仕活動に取 り

組んで頂きたいと思います。

クラブの職業奉仕委員長を招集 しての会議を 8

月22日 (土)の午後に開催 しますので、ご出席をよ

ろしくお願いします。

松本討論リーダー 今年度の地区大会の決議に

「倫理の向上」というのがありまして、その中に

「例会の中途退席を慎 もう」ということも出てい

ます し、ロータリーこそ経済倫理をはっきりさせ

なければならないということで提案させて頂きま

した。今年度のキンロスRI会長は平素から職業

倫理を喧 しく言っておられます。彼は家具屋さん

であり、家具の規格をきっちりすることにより職

業倫理を高め、ロータリアンとして成長されたと

いう方です。

道徳律が姿を消したということですが、これは

キ リス ト教的な考え方であり、東洋的な弘法の思

想にも相容れるところがありました。ところが、

今や宗教的にそうでない国も沢山加入 し、規定審

議会でこれの表現をめぐって議論が絶えず、結局

は姿を消 して しまいました。道徳律自体は立派な

ものですので、評価をさせて頂いています。また、

I Serveと We Serveに ついてですが、先程の菅

生ガバナーのロータリー財団の資料にもあります

ように、見解は色々だと思いますが、理念と行動

に分けて整理され、実に明確であると感心 してい

ます。

◆ボランティア委員会について◆

松岡サブリーダー ロータリーボランティアが

ここまで成長 してきた歴史的な背景を説明致 しま

す。1%9年にRI理事会で取 り上げられ、正式な

プログラムとすることが決定されました。そ して

1989年から1991年の 3年間を試験的期間とし、主

として国際奉仕部門と社会奉仕部門の小委員会と

して位置づけられました。1991年 11月 にRI理事

会でロータリーボランティア委員会を職業奉仕委

員会に属する旨の変更決定がなされ、恒久的委員

会としての位置づけに現在なっています。
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ロータリーボランティア委員会の必要性は、ロー

タリークラブは加盟会員一人ひとりが違った職業

を代表する立場にある多種多様な企業と専門職の

集合体です。これらの力を必要とする無数のニー

ズがあり、多様なニーズに応えるためには従来の

クラブレベルでの対応は不可能です。そこでロー

タリーとしてはその枠組みを少し広げ、より幅広

い奉仕の実現を図ろうとするのがロータリーボラ

ンティアの存在です。

1.活動方針

RIのテーマ「ロータリーの夢を追い続けよう」

を指針とし、地区とクラブの委員長のコミュニケー

ションを充実させていく方法を探していきたいと

思います。更に地区と各クラブの職業奉仕委員会

と連絡を密にして活動したいと考えています。

また「国際登録による1%の制限」という指導

に対し前委員長が説明を求めていましたがその回

答が来ました。内容は「 1%制限はあくまで国際

ボランティア登録のみ適用、貴国内でのボランティ

ア登録を拘束するものではない」というものでし

た。これは国際ボランティア活動の質の向上、ロー

タリー財団の支援金のことも関係していると思わ

れます。

2.活動計画

① ロータリーボランティアの登録を配偶者、

家族、ロータアクトまで広げた名簿の作成。

② ボランティア登録をコンピューターに入れ

フロッピーに残し、検索を容易にする。

③ ロータリーボランティアプロジェクトの実

現 一 各クラブでニーズを見つけ、地区が登

録名簿により紹介、クラブはニーズと紹介者

を仲介し、プロジェクトを実施する。

④ 各クラブの委員長はロータリーボランティ

アの啓蒙活動に重点を置き、ロータリーボラ

ンティアプロジェクト実現の夢を追い続ける。

◆アンケート調査より◆

近藤サブリーダー補佐 去年の12月 にお願いし

ましたアンケー ト調査の回答結果をご報告させて

頂きます。毎年内容を少 しずつ変えさせて頂き、

その時代に照 らし合わせた設間になっています。

1)本来最も重要とされる会員個人が行 う職業奉

仕活動を実行あらしめるためには、会員に対 し職

業奉仕の意義と重要性を十分に啓蒙する必要性が

あると考えますが、そのためには何が重要で しょ

うか。

・ 会員個人の自覚に任せる    -30ク ラブ

0卓話、フォーラムの実施、冊子の配布をする

-23ク ラブ

・ 職業奉仕の意義や倫理観を勉強する機会を作る

-10ク ラブ

・ 例会等で会員相互が職業や倫理観を啓発する

-8ク ラブ

・ 啓蒙のためのプロジェクトを作る -4ク ラブ

・ 入会時に十分な説明を行 う

・ 会報、歌唱等で啓蒙する

0職場見学を行 う

約 7割のクラブが非常に関心を持っておられま

す。

2)就職相談に関するクラブのプロジェクトとし

ては青少年、未熟練者、失業者、障害者、高齢者、

外国人等の就職を助けるためのプロジェクトが考

えられますが、この分野でどのような活動を実施

されましたか。或いは計画をお持ちですか。

・ 何もしていない        -64ク ラブ

・ ボランティアグループの支援等  -5ク ラブ

(池 田ハローワーク協賛、外国人に日本語を教

えるグループを支援 )

・ 関連する方面の関係者に卓話を依頼

・ 卓話フォーラムを実施

・ 就職相談を実施 した

(養護学校生を対象に会員の職場見学 し、 2名

を雇用)
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3)職業指導に関するクラブのプロジェクトとし

ては職場のモラル向上を図るためのプロジェクト

や四つのテス トの普及促進によって職業倫理の向

上を図ること等が考えられますが、どのような活

動をされましたか。

・ 仁|も していない          -35ク ラブ

・ パソフレットを配布 した    -21ク ラブ

・ 四つのテス トに関連する卓話、フォーラムの実

施、例会で歌を唱和 している

・ 四つのテス ト等の勉強会を行った

4)職業情報に関するクラブのプロジェクトとし

ては、あらゆる範囲の職業に対 して会員の知識と

理解が深まることを目的としたプロジェクト、例

えばセミナー、卓話、模範的な優良事業所の見学

が考えられますがどのような活動をされましたか。

・ 職場見学を行った       -53ク ラブ

・ 卓話、フォーラム、セミナーの実施

0外国人労働者について

5)職業活動表彰に関するクラブのプロジェクト

としては、地域の中で職業上の優れた業績、実績

をあげた人、高い職業倫理水準を達成 した人を表

彰するプロジェクトが考えられますが、活動をさ

れましたか。

・ 職業活動表彰を実施 している  -27ク ラブ

(看護婦、警察官、優良従業員、消防署員、ボ

ランティア活動団体、人形劇団)

・ 計画中、検討中        -7ク ラブ

・ 職業活動表彰を実施していない -47ク ラブ

6)ク ラブが対外的な職業奉仕プロジェクトを重

視すれば、他部門との垣根が低 くなりますが他部

門と共同の活動をされましたか。

・ 他部門と共同で実施 した      -50%

(職場見学会、高齢者・身障者対策運動、交通

安全対策、フォーラム・ セミナー開催等)

7)職業奉仕月間には何か実施されましたか。

・ 実施 した          -75ク ラブ

(職業倫理指導、高齢者問題等)

8)我が国のような先進国社会においては企業の

社会的責任を重要視すべきだと考えますが、どの

ような活動を実施されましたか。

・ 環境問題に関して卓話、フォーラム、分科会を

設置             -17ク ラブ

・ 植樹、清掃、重油浄化等    -7ク ラブ

9)最近の企業による不祥事の多発する社会情勢

を見て、企業倫理、職業倫理を目指すロータリー

として意見をお聞かせ下さい。

・ ロータリー以前の問題、会員各自の自覚

・ 職業奉仕の理念の啓蒙、広報活動が必要

・ 四つのテス トを再認識する

・ 職業奉仕の理念の啓蒙のための大会を開催

【質 疑 応 答 】

Q)廣島 一光 (心斎橋) ロータリーボラン

ティアのプロジェクトにどのようなものがあるの

ですか。

A)松岡サブリーダー ボランティア登録名簿

の目次に載せてありますのでご覧下さい。

Q)松本  豊 (オ ブザーバー)Serviceと

は何か、ボランティアとは何かということを会員

の皆さんに上手 く説明ができません。そこでVol

unteeryを 付けてVolunteery Serviceと いうこと

になりますと、志願 してということになり、心か

ら自分が奉仕するというところに大きな差がある

と考えています。また、I Serveが 職業奉仕、We
Serveが 社会奉仕だと思っていますがどうでしょ

うか。

A)松本討論リーダー 社会奉仕や国際奉仕の

場合はIがWeと いうのではなく、対象が何か、個

人でするか、クラブでするかということです。そ

うすると職業奉仕のほとんどの場合がI Serveで

すが、クラブでやったらWe Serveになりまして、

基本はI SeⅣeです。私が非常に心を打たれたテー

マに、 “Kindle the Spark Within''「 内部に

火を燃やせ」というのがあり、インドのニッチジ

C.ラ ハリー元RI会長のテーマで、歴代のテー
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マの中でも秀逸だと言われています。これの基と

なるのはI Serveで す。画然とここからここまで

がI Serveと いうようには言えませんので、永遠

の課題だと思います。

Q)坂本 憲治 (八尾) 当クラブの次年度会

長はクラブ方針として「親睦、信頼、絆」という

テーマで一年間やっていくことになっています。

そして青少年問題を取 り上げ、職業奉仕委員会も

協力するようにということですが、何か適切な事

例はありますでしょうか。

A)松本討論リーダー 4月 に栃木県の第2550

地区にお邪魔 した時に、職業倫理の確立と少年非

行の問題を取 り上げました。ちょうど中学生に女

性の教師が刺されるという事件があったばかりで、

キンロスRI会長も「青少年問題は全てを超える

永遠の課題である」と言われています。恐らく青

少年に対する教育の手が行き届いていないのは、

世界中を見ても日本ではないかと思います。過 日

の地区大会の際には教科書についての問題も取 り

上げられていました。やはり3～ 4才頃からが大

事であり、家庭での躾けが今は非常に衰えている

と感 じています。幼い時にもっともっと教える必

要があると思います。学校や塾に行って勉強さえ

してくれればよいという考えです。また地域、昔

は近所の人も教えてくれ、沢山の子供達が揉まれ

る中で色々なことを覚えました。社会に出れば企

業が教育をします。家庭と学校と社会の三方で教

育するという方向にもっていかなければならない

と思います。

個人的なことですが、私は剣道を通 して青少年

教育に携わっており、剣道の躾けは厳 しく生活習

慣からまず教えますので、身につき、親御さんか

らも感謝されています。本来は家庭の役目ですが、

親自身が何を教えてよいか分からないという状態

ではないかと思います。大阪市では「家庭教育と

地域教育とのバランス」ということを呼びかける

そうですが、辛抱強 く関わっていく問題ですので、

職業奉仕の中でも大いに考えて頂きたいと思いま

す。

例えばローターアクトやインターアクトの会員

にも、責任を持たせると段々成長 しますので、や

はり見守っていくということです。よく言います

のが「子は親の背中を見て育つ」で、ロータリー

で言えば「 ロータ'リ アンは青少年の鑑」となりま

す。

丹羽サブリーダー 先程、アンケー ト結果の総

括 したまとめの報告がありましたが、アンケー ト

結果を基にご質問させて頂 きます。高槻RCは

「当クラブではロータリークラブ福祉文化基金を

積立て、基金の基本財産2,000万 円を運用 し、記

念事業として
"万

円を限度として地域社会の各分

野の振興育成並びに、その事業を表彰すると共に

助成金を交付 している」とあります。詳細をお願

いできますか。

藤原 稔明 (高槻) 本年度の委員長のご回答

であり、私はまだ入会 3年で詳 しくは分かりませ

んが、何十年かの記念事業として基金を集め、そ

の時から発足 したようで、今年で 3回 目だと思い

ます。今年は5月 に 3カ 所を選び表彰 しました。

丹羽サブリーダー それは職業奉仕委員会がさ

れるのですか。

藤原 稔明 (高槻) 応援はしますが、ロータ

リー福祉文化基金委員会を設け、推薦を受けた団

体や個人を選びます。今年は高槻市長も招き、表

彰させて頂きました。

松岡サブリーダー 先程、I Serveと We Serve

について質問がありまして、松岡討論 リーダーか

ら非常に詳 しくご説明がありました。私は皆様の

ご質問の中から勉強させて頂いており、I Serve

とWe SeⅣeは理念と行動の段階であるというこ

とでした。私が理解 している中では、職業奉仕委

員会の中にもI Serveと We Serveが あると思い

ます。職業奉仕は理念の段階であって、その中の

小委員会、例えばロータリーボランティア委員会

は行動の部門であると思っています。
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松本討論リーダー これだけ沢山の内容があり

ますと未消化になると言いますか、全部理解する

のは大変だと思います。職業をお金儲けとして捉

えずに、職業を全 うすることにより関係者にいく

らかの利益をもたらすか、自分のことばかり考え

ていないかと思い起こすのが職業奉仕です。そこ

から全ての解釈をして頂ければ結構だと思います。

I ScrVeか We Serveか ということを厳密に考え

なくても結構です。問題は思いやり、痛みを知る

というような、胸の底から起こる利他の心です。

それを大事にして、最初は目に見えないような炎

でも燃え上がれば大きくなります。これをおっしゃっ

たのは先程 も言いましたように1992～ '93年度の

RI会長のハラリー氏で、彼がWCSを 発足させ

たわけです。

また、今後のロータリーに関 しては中国の問題

が残っています。 ソ連圏と東欧では既に200以 上

のロータリークラブができています。後は中国本

土と北鮮と中東にも手つかずのところがあります

ので、そういう国がこれからどうなるかが課題で

す。

そして皆さんにはできることから一つずつやっ

て頂きたいと思います。情報としては沢山ありま

すので、研ぎ澄まされた利他心、常に自分の心に

問い掛けて頂ければ結構です。どうも長時間あり

がとうございました。
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社 会 奉 仕 部 門

討論 リーダー

サプリーダー

サブリーダー

中川 章三 (大阪城南)

(パス トガバナー)

矢橋 弘嗣 (千  里)

柳  雄二 (八尾中央)

◆ロータリーの社会奉仕とは◆

中川討論リーダー ロータリーにおいて社会奉

仕とはどういうことかと申しますと、手続要覧に

書いてあるわけですが、「 ロータリアンすべてが

その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉

仕の理想を適用することを奨励、育成すること」

となっています。

1905年 2月 23日 にポール・ ハリスが 3人の友人

と話 し合い、ロータリーを作ったのが始まりと言

われています。集会を持ち回りで自分のところの

事務所で開いたということで「 ロータリー」と名

付けられたとあります。クラブにはあらゆる職業

の人たちが集まって、定期的に会合を開 くわけで

す。同業者がいると、お互いに利害関係が生じて

親睦が阻害されるので、 1業種から1人ずつ選ぶ

ということから始まり、つまり、親睦と相互扶助

から始まって現在に至ったということです。

しかしこれだけではなく、ロータリーが作られ

て 1年たったあとで、 ドナル ド・ カーターという

人が入会 してきて、その時に対社会活動として奉

仕の概念が芽生えてきたと言われます。初めは恵

まれない人に対 して、人助けや励ましという形で

の地域社会への慈善事業に過ぎないということで

したが、これが計画的な組織的な活動に発展 して

きました。

奉仕のありかたを巡って理論派と実践派が猛烈

に対抗 していましたが、ロータリー活動を奉仕の

心の形成として捉えた理論派は、ロータリークラ

ブの使命はロータリアンに奉仕の心を植え付ける

ことである。ロータリアン個人個人が最もよく奉

仕する者、最も多く報われる。そして、超我の奉

仕の心を持って、自分の職場や地域社会の人々の

幸せを考えながら、職業人として生活を歩むこと

であると考えてきました。

ところが、奉仕活動に重きをおく実践派は、現

実に身体障害者や貧困等の救済という社会問題が

山積 していて、これまでロータリークラブが実施

した社会奉仕活動が効果を上げていることを根拠

に理論派とことごとく対立 したということです。

実践派から見ますと、奉仕の機会を見い出して、

それを実践することこそロータリー運動の真髄で

あり、単に奉仕の心を説いて、奉仕の提唱に止ま

る理論派の態度は、責任回避だということでした。

この相異なる2つの考え方をロータリーの寛容

な精神の下で調和を図るために当時の理事会は微

妙に揺れ動き、変遷を繰 り返 して、結局決議23-

34が成立 しました。

◎内 容

1.ロ ータリーとは何か。

ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学

であり、それは利己的な欲求と義務およびこれ
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に伴 う他人のために奉仕 したいという義務感と

の間の矛盾を和らげようとするものである、こ

の哲学は奉仕一「超我の奉仕」の哲学であり、

|~最 もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

という実践倫理の原理に基づ くものである。

2.ロ ータリーの奉仕の哲学を受入れ、次のこと

を実行することを目指 している人々の集まりで

ある。

各人が個人としてこの理論を職業および日常

生活において実践に移すこと等。

3.奉仕をするものは行動 しなければならない。

4.奉仕活動におけるクラブとRIとの関係

クラブは地域社会における奉仕活動を自主的

に選ぶ権利を持っている。RIは これらのクラ

ブに情報を提供 し、助言を与えたりするもので

あって、個々のクラブに奉仕活動を命 じたり、

禁 じたりしてはならない。

5。 ロータリークラブの社会奉仕活動の指針

いずれのクラブでも毎年度何か一つの主だった

社会奉仕活動をそれもなるべく毎年度異なってい

て、できれば年度内に完了できるようなものを後

援することが望ましい。

決議23-34を クラブによる団体奉仕活動を禁止

した決議と受け取る人もいますが、奉仕の実践は

ロータリアン個人が行うのが原則で、クラブが実

施する社会奉仕活動を制限するものではないとい

うことです。

1992年の社会奉仕に関する声明が、規定審議会

で出されました。これはロータリーの社会奉仕と

は、ロータリアンの一人ひとりの個人生活、事業

生活、社会生活に奉仕の理想を適用することであ

る “I Serve"の 理念を書いています。クラブと

しては、地域社会のニーズを調査 し、検討 し、奉

仕活動の実施にあたっては、会員が得意とする職

業上の能力や使命を生かすこと等を奨励 していま

す。

地区の社会奉仕委員会の役割と責務は、皆様方

の社会奉仕がプロジェクト等を押 しつけたりする

のではなくて、クラブが取 り上げるとよいと思わ

れるような地区内の新 しい傾向や論点、或いは間

題を援助 したり、情報を提供 したり、委員長さん

が責務を遂行するのを奨励 したり補佐する役割が

あります。 しかし、それ以外に地区の社会奉仕委

員会では、地区規模での社会奉仕活動を組織する

こともあるとなっています。

当地区の社会奉仕部門には 2つ の委員会があり

ます。地区社会奉仕委員会と環境保全委員会です。

社会奉仕委員会の次年度の主なプロジェクトは、

高齢者の問題について絞っていこうと委員長さん

は仰っておられました。環境保全委員会では、地

球温暖化の防止、ダイオキシンの問題、環境ホル

モン等色々な環境問題が山積 してきています。

ロータリーにおける社会奉仕の意義と地区の委

員会活動についてお話 しましたが、社会奉仕活動

は、あくまでも各クラブとロータリアン自身にあ

ると私は思いますので、これだと思ったらどんど

ん理事会に諮 り、よいプロジェクトを実施 して頂

きたいと思います。我々地区の者はあくまでもお

手伝いであって、分からないことがあれば、両委

員会にご相談 して頂ければ結構かと思います。

◆社会奉仕について◆

矢橋サブリーダー 次年度の地区の奉仕活動の

目標と致 しましては、高齢者の問題、障害者問題、

薬物乱用防止、保健衛生の問題、社会安全の問題

等を設定 して、各委員長さん方に各クラブで社会

奉仕活動を進めて頂きたいと考えています。その

中でも高齢者の問題は、次年度は地区を挙げて取

り組みたいということです。

次年度取 り組みます高齢者問題は、「古 くて新

しい問題」と言えるほど歴代の地区社会奉仕委員

会でも日標として、取 り上げられており、各クラ

ブでも色々な形で奉仕活動を展開して頂いていま

すが、次年度は高齢者をもう一度原点から見直 し

て、ロータリークラブの奉仕活動として取 り組む
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高齢者問題とは何かを考えて頂きたいと思ってい

ます。

現在我が国では、少子、高齢化社会がものすご

いスピー ドで進んでいるとどなたも仰っておられ

るわけです。子供が少ないということと、お年寄

りが多いということは、一つの問題点に絞って考

えるということも必要であるかもしれませんが、

やはり子供は子供の問題、高齢者は高齢者のこと

として問題点を見つめていくことが必要ではない

かと考えています。

平成 9年に国立人口問題研究所が発表 したとこ

ろによりますと、平成 9年の我が国の65歳以上の

人口 (老年人口)の割合は、人口の16.0%と いう

ことですので、国民のほぼ 6人に 1人が老人だと

いうことになります。この数字が2050年には32.3

%、 国民の 3人に 1人が65歳以上の老人になると

いう推計が発表されています。その中で75歳以上

の人口 (後期老年人口)の割合は、平成 9年では

5,7%、 それが2050年 で18。 8%に なると推計致 し

ております。ですから、老人問題というのは、今

の物差 しで考えているよりもものすごいスピー ド

で社会の中で大きなテーマになって くると考えら

れるのではないかと思います。

平成 8年の数字でいきますと、我が国の平均寿

命は男が77.01歳 、女性は83.01歳 となっています。

これは世界最高の平均寿命です。超高齢化社会が

想像ではなく現実のものとなっていると考えられ

ると思います。超高齢者を抱える長寿国日本での

高齢者問題の取 り組みというのは、今までと同じ

取 り組み方でいいのだろうかというのが、我々地

区の委員会として考えたことであります。

今年度は吹田地区の4ク ラブが合同で、奉仕活

動をされました。地域のニーズが多様化 して、奉

仕の対応が多数に及ぶ現在、 1つの行政区の中の

クラブが合同で奉仕活動をされることは、今後の

奉仕活動をして頂 く上で参考になると思いますの

で、吹田江坂RCにそのことについてご紹介頂き

たいと思います。

大井  清 (吹 田江坂) 今年の2月 20日 に吹

田の4つのクラブが集まり、若者を対象にした売

春問題、薬物問題、非行の問題等を取 り扱った総

合的なプログラムをやらせて頂きました。具体的

には吹田市、吹田市教育委員会、吹田市PTA協

議会の後援という形で、この 4ク ラブが主催させ

て頂きました。何か一つのテーマに取 り組む場合

に一つの前例になったと思 うのですが、地区が一

団となって行動することにより、例えば吹田市、

教育委員会とかそういった諸々の団体とのタイアッ

プもできていくというところに一つの今回の意義

があったと思います。

矢橋サブリーダー 各クラブで奉仕活動を展開

して頂 く方法としては、色々あると思います。各

クラブがそれぞれに長年培われた方法をお持ちで

すし、また地域の方々に馴染んだ方法というのも

お持ちだと思います。幾つかのクラブが合同で知

恵を出し合って何かをやっていけば、地域のニー

ズを掘 り出す一つの方向を見つけやすいのではな

いかと思いましたのでご発表頂きました。

また次年度は高齢者問題に取 り組むようお願い

しているわけですが、その取 り組みの一つの方法

として、地域の青少年たちの協力の下に、お年寄

りとの触れ合いを大切にした奉仕活動をなさって

おられる池田くれはRCに ご説明頂きたいと思い

ます。

大田  均 (池 田くれは) 実際やった内容を

具体的にご報告させて頂きたいと思います。我々

はここ数年人間尊重に重点をおいて活動をしてま

いりました。人間の年の取 り方、老化を通 して、

人間の尊厳を学び、人への思いやり、やさしさを

身に付ける一助となるようにとの思いで、青少年

と高齢者の交流を考えました。活動にあたりまし

ては、永続性も見つめつつ、計画を立てることに

し、動員のかけ方は、会員以外ではボーイスカウ

トと社会福祉協議会を通 じて、市内の老人会に呼

び掛けました。

事業は、芋掘 りをするわけで、芋畑はメンバー
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の方に無償で、芋の苗も無償で提供 して頂いて、

その間の管理もお願いし、10月 にボーイスカウト、

老人会の方にお集まり頂いて、近 くの神社の境内

を借 り、掘った芋でさつま汁と芋の天ぶらをボー

イスカウトのお母さん方に作って頂きました。11

月に近所のお寺の境内を貸 して頂き、そこで老人

間題の講演をして頂いて、さつま汁、芋の天ぶら

を主体に皆さんに試食 して頂きました。今までは

社会奉仕、青少年のボランティアの 3つの委員会

でやっていたのですが、次年度からは親睦委員会

も加わって頂きまして、メンバーの動員も図り、

クラブの全体事業に位置づける活動にしたいと思っ

ております。

矢橋サブリーダー 地域の方々との触れ合いと

いうのが、やはり高齢者の問題をやっていく上で、

大きな要素になってくると思います。ブロックに

は必ずローターアクトクラブをお持ちのクラブが

あると思います。我々がそういうふうな活動をす

る時には、これからはローターアクトの方々にお

声をかけて頂いて、一緒に活動 して頂 くことを次

年度は是非お願い致 したいと思います。

2660地区では、今までは地区活動の目標と致 し

ましては、高齢者への心配 り、独居老人への心配

り、或いは高齢者の雇用問題等を取 り上げ、各ク

ラブの皆様方に積極的に取 り組んで頂いてまいり

ましたが、老人も社会もがこのように多様化 して

いる中におきまして、高齢者の生き甲斐を求める

声がかなり地域から聞こえてくるように思ってお

ります。次年度は高齢者の生き甲斐の問題も今ま

での心配 り、或いは雇用問題と合わせまして、地

区の奉仕活動の目標にして皆様方に取り組んで頂

きたいと考えています。それからロータリークラ

ブとして、ロータリアンとしてどのような形でそ

れを奉仕活動として展開できるのかということ等

を各クラブで議論頂き、その中からロータリーで

なければというような奉仕活動、高齢者に対する

奉仕活動が新 しく展開されるのではないかと考え

ております。

障害者の問題に関して、盲導犬へのお取 り組み

をお考えになっているクラブがありましたのでご

紹介をお願いします。

福光 道太 (大阪堂島)盲 導大について、全

員で勉強ということになり、亀岡の盲導犬センター

に伺い実地に体験 してまいりました。欧米に比べ

て10分 の 1、 20分の 1の普及率にすぎません。現

在はゴールデンレッドリバーとかラポラドル犬、

それも優秀な盲導犬を選び掛け合わせて、サラブ

レッド以上の難 しい確率で作られているそうです。

従って、250万 円ぐらいかかるそうです。盲導犬

として使用できるのが 8年 ぐらいですので、 1人

の盲人の方に 3、 4頭かかるそうです。

矢橋サブリーダー 障害者の問題は常に複雑な

部分があると思います。実際盲導犬を視覚障害の

人にお渡 しするというのはかなり大きな問題があ

るのかも分かりませんが、これも一つの奉仕活動

として考えて頂きたいと感 じましたのでご紹介願

いました。

地区として共同奉仕の活動を例年やっておりま

す。次年度も今年と同じように2660地区の共同事

業として、海遊館の招待行事を計画 していますの

で、その時はご協力をお願いしたいと思います。

次期の社会奉仕の委員長会議を 7月 9日 (木)に実

施する計画をしていますので、日程をご用意頂き

たいと思います。

次年度社会奉仕を進める中身としては、高齢者

の問題として、高齢者独居老人への心配 り、高齢

者の雇用問題、生き甲斐の問題、障害者の問題、

薬物乱用、保健衛生の問題、社会安全の問題等々

色々と皆さん方に社会奉仕についての取 り組みを

お願いしたい考えていますので、是非よろしくお

願いします。

◆環境保全について◆

柳サブリーダー 平素は環境保全にご協力頂き、

また先 日はアンケー トをお願い しあ りがとうござ

-43-



いました。

小冊子が 3部 ございます。環境庁から2部と大

阪府から1部です。現在問題になっております地

球温暖化ということを中心に取 り上げております。

目を通 して頂いて、卓話なリフォーラムの材料に

して頂きまして、色々お話をして頂きたいと思い

ます。

私どもはこういう豊かな生活をしながら、子孫

にそのツケを回しているというふうに考えられる

のではないかと。私どもが豊かな生活を享受する

ことにより、環境を破壊 し、資源を食いつぶし子

孫にツケを残 している、そういうことが起こって

いるという意味では非常に重大な問題だと思って

います。

見通 しは必ず しも明るくありませんが、現在で

はまだ間に合うじゃないかと。そういうことで世

界中が動いているという現状であろうと考えてい

ます。今の予測ですと21世紀の終わりには、気温

が 2度上がるのではないかという見通 しがありま

す。 2度 というのが、高いか低いかという問題で

すけれども、 2度 というのは随分大きいと考えて、

21世紀の終わりに確かに 2度あがりますと、地球

の生態はがらっと変わってしまい、乾燥する、食

糧が減る、海面が上がりますとかなりの面積が水

没するというようなことで、 2度 ということを何

とかくい止めなければいけないというのが現状で

あろうと考えています。

プリント1に「地球サミット」と書いておりま

す。これは平成 4年にブラジルで地球サミットが

開かれ、21世紀に向けて持続できるような企業、

持続可能な発展を目指すというようなテーマでア

ジェンダ21が採択をされました。その中で各地方

自治体も何らかの行動を起こさなければならない

と言われ、それがローカルアジェンダ21です。こ

れに基づいて大阪府が環境会議を作ったのが、大

阪府民の集いです。これは平成 6年からだと思い

ます。当ロータリークラブは本年度から参加を致

しました。

プリントの3枚 日ですが、「豊かな環境づくり

大阪行動計画」と書いてございます。そこに共通

テーマ重点項目、共通行動メニューとあります。

今年の大阪府民会議ではこれを重点的にやろうと

いうわけです。まず地球温暖化というのを最大の

ターゲットにすると、地球温暖化というものは、

省エネルギーをやることによってまず大きな達成

が可能になるだろうということで当委員会として、

この共通行動メニューの中から(3Э⑥を提出させ

て頂きました。

① スイッチオフ推進運動 (ま めに電気を消そう

ということ)

② エコイベント運動 (イ ベントにおける環境配

慮の徹底)

③ クリーン購入推進運動 (環境への負荷の少な

い製品の購入)

ご理解、ご協力をお願いします。

1990～ '91年度に環境保全委員会ができあが り

ました。翌年には緑化推進委員会が吸収されて合

併になりました。1997～ '98年度には生き生き地

球館等をご見学頂き、環境の勉強をして頂きまし

た。1998～ '99は 10月 8日 に南港の関電の発電所、

エコシティ館をご見学頂いて、企業が環境にどの

ように取 り組んでいるかを見て頂こうというふう

に計画をさせて頂いていますのでよろしくお願い

します。

大阪府民の会議というような大阪府を中心とし

てやっております環境の委員会には、色々な企業

等も参加 しておられ、そこで当然問題になるのは、

企業の特徴的な問題です。ロータリアンは企業人

がたくさんいらっしゃるわけですから、企業の間

題は避けて通れないわけです し、企業が持続的に

発展をしながら、なおかつ環境に対 してできるだ

け問題を起こさないということは、当然必要なこ

とです。そのために ISOと いう言葉が上がって

くるようになりました。 ISOと いうのは、国際

標準化機構の略語です。

先程の地球サミットで、持続可能な発展と開発
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をしなくてはいけない。企業はそういうものでな

ければ続かないということであります。但 し、そ

ういう企業は、これからは二酸化炭素を減らすこ

とが当然必要となります し、排気率を減らさなけ

ればならないし、 リサイクルをしなければならな

いということで、製品の設計、製造等あらゆる段

階を通 じて、環境的な配慮を絶えず入れなければ

ならないという時代です。それも企業、個人とし

ては無理なので、システムとして取 り上げなけれ

ばならないということで、 ISOの ような問題が

出てきました。

平成 8年から環境庁が環境カウンセラー制度を

こしらえています。これは10年以上環境について

経験をお持ちの方を中心に認定をするそうです。

今年の 4月 に初めて名簿ができ、生き生き地球館

に置いてあるそうです。

・ 事業所カウンセラー 近畿で60名

・ 市民カウンセラー     10名

環境問題については、カウンセラーにご相談頂

きたいということです。

アンケー トに移 りたいと思います。実に様々な

試みをやって頂いていると感 じました。各クラブ

からの提言やコメントがございまして、 2、 3共

通 していましたが、本来こういう活動は各ロータ

リーーで独自に独立 してやるべきものだろうと思い

ますが、環境問題があまりにも漠然としているの

で、地区で一つの方針を出したらどうだという意

見でした。確かに色々と多岐にわたった活動をし

て頂いていますと、どれが本当に大事なのか焦点

が絞 りにくいというご意見だろうと思います。先

程の共通行動メニューを 5つ ほど取 り上げて、各

クラブでアピールして頂き、ご家庭、会社で実行

をお願いしますということになるかと思います。

「エコライフ100万人の誓い」とうのがありま

す。これも環境庁がやっていることですが、結局

12項 目のどれかにターゲットを絞って、「私には

これができます」ということを環境庁に届けてほ

しいというものです。 1～12項 目のテーマを、例

えば卓話であるとか、家族会とかそういう時に、

こういうことで環境に目を向けましょうと、これ

が地球温暖化の防止になるんですよとアピールし

て頂ければ大変ありがたいと考えています。

環境問題というのは住民一人ひとりが被害者の

ような顔をしていますが、いずれは自分たちが加

害者になるんだという面もあります。また非常に

豊かな生活に慣れていますので、車とか交通機関

を取 り上げましても、持続可能な発展を考えなが

ら何ができるかということをもう一度考えていか

なくてはいけないのではないかと。色々な問題を

環境問題は抱えており、考えるのはなかなか難 し

く大きな問題だと思いますけれども、私たちは一

歩一歩できることからやりたいなということで、

ご協力のほどお願い致 します。

【質 疑 応 答】

Q) 地区委員会で次期の既に企画されている

イベントをもう一度お話 し頂けますか。

A)矢橋サブリーダー 地区の社会奉仕の共同

事業としまして、例年通 り海遊館の高齢者招待行

事を実施 したいと思っています。今年度は10月 30

日に実施 したわけですが、次年度もその前後にな

るだろうと思います。次年度の地区の社会奉仕委

員長会議は7月 9日 (木)に開催させて頂 く予定で

す。

今年度の地区の社会奉仕委員会の共同事業の最

後のイベントと致 しまして、薬物乱用防止の講演

会を 6月 13日 (土 )に開催させて頂 くことになって

いますので、是非ご参加頂きたいと思います。

A)柳サブリーダー 環境保全のほうは10月 8

日(木)に南港の関電の発電所にお集まり頂 くこと

になると思います。

Q)古森  浩 (大阪城北) 環境問題はなる

べく守らなければいけないと思 うのですが、アメ

リカが二酸化炭素を22.4%出 しているといって、

本部自体に日本は抗議するとか、一緒に環境基準
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を下げていこうというような感 じは見えているわ

けですか。

A)柳サブリーダー そのへんはよく分からな

いです。前回の京都の温暖化防止会議では、日本

というのが多少弱腰だったようです。なかなか難

しい問題で、日本自身も自信がないところもある

ようで、ましてやよその国までどうだ言えるよう

なところではないような気がしています。実際に

世界の問題を考えるのは、地球サミットのような

会議で国同士の調整というのが行われているよう

です。ただ、途上国あたりは「先進国が悪い」と

矛先を向けてくるようです。国同士が発展との絡

み合いで、足並みが揃いにくいし、環境問題は、

発展との関係があるために難 しいということで、

日本の国も個々の問題で抗議を言うような強い態

度をとっていないのではないかと考えています。

中川討論リーダー 今日はお忙 しいのにお集ま

り頂きありがとうございました。社会奉仕問題や

環境保全の問題は、我々ロータリアンにとって非

常に難 しくもあり、またやっていかねければなら

ない問題であると思いますので、ひとつよろしく

お願い致 します。

これで終わらせて頂きます。
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国 際 奉 仕 部 門

討論 リーダー 山中 文和 (大 阪 南)

(パス トガバナー)

坂本  旭 (大阪東淀)

中  ―皓 (枚方くずは)

笹井 敏之 (大阪イブニング)

サブリーダー

サブリーダー

サブリーダー

山中討論リーダー 世界社会奉仕でありますが、

過去何年かの委員長さん、委員さんの大変なご努

力で、各クラブ単位で世界社会奉仕のすることが

増えてきました。各クラブでやって頂 く、或いは

個人的にやって頂 くための見本を示すのが地区の

行事であります。ところが困ったことになってき

ました。何もやっていないクラブでは 1人当たり

5,000円 を地区で出して下さい、地区で見本を示

しますからということでした。 しかしどんどん各

クラブでやられることが増えまして、5,000円 を

出す必要がないということです。地区の資金がな

くなり、今年、来年は何とかいけてもその次にな

ると赤字ということです。

そこで今年度の委員長さんも盛んに言われたそ

うですが、財団に人道目的援助委員会というのが

ありまして、これはWCSと 同じようなことをや

ります。ただ、財団の場合はメニューだけがきま

して、現金はきません。こちらの方は5,000円 を

集めるわけで、10ク ラブや15ク ラブになっても多

少は集まりますが、それではまともな見本ができ

ないわけです。そこで財団の人道目的委員会とタ

イアップしてやるということで、次年度からそう

することになりました。

青少年交換の方ですが、来年度の皆さんの時は

今まで通 りに色々できます。これも人数から言い

ますと、最低15人 ぐらいは派遣 し、向こうからも

受けたいと。素晴らしい青年たちが後に育ってく

れますので、一人でも多く交換 したいと委員会の

皆さん方には考えて頂きたいと思います。元々昨

年度から全会員さんから3,000円頂 くのを2,000円

に減らしています。2,000円 に減 らしたために 3

割なり4割収入が減っていますので、ホス トクラ

ブヘ 1人当たりお渡 しする金額も、 3割から4割

を再来年度から減らしませんと足 りないのは、日

に見えた話であります。 しかも、人数は何とか15

人 ぐらいまではやりたいということです。来年度

の皆さんの時は今まで通 りですが、その次はそう

いうことになります。

国際交流平和の場合は、今特別な変化はありま

せん。今までと違 うことになるとお思いの方もあ

るかも分かりませんが、そういう事情ですので、

よろしくご了承を賜 りたいと思います。

◆世界社会奉仕について◆

坂本サブリーダー 世界社会奉仕は、30年 ほど

前に多 くの国のロータリアンが、それぞれの地域

社会において、資源の自給不足に直面 しているこ

とを知 りました。各国のロータリークラブや地区

が互いに協力をして、生活水準の向上と世界理解

の推進とを目指すプログラムとして、世界社会奉

仕が発足 したわけです。
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1965～ '66年のRI会長、ティンス トラ氏が就

任早々理事会で国際協調の緊急性を説き、国際奉

仕への深い関心を要請 した上で、具体的に示され

た構想の一つが世界社会奉仕でありました。これ

が実際にロータリーのプログラムになったのは、

「世界に一人の飢えたる者、一人の文盲者のいる

限り、それはロータリーの重大関心事でなければ

ならない」という明言を残された翌年のRI会長

リチャー ド・ エヴァンス氏の時でした。

1992年RI理事会は国際ロータリーは飢餓救済

に関して、次のことを認識 しているとして、RI
の姿勢について次の 6項 目の声明を発表 し、 4つ

の目標を採択致 しました。

1.飢餓救済という目標は最優先 しなければなら

ない。

2.こ の点につき、児童、母親、高齢者は特に弱

い立場にあるので、ここに主として関心を注 ぐ。

3.飢餓との闘いは世界中の人々の共通の責務で

ある。

4.飢餓のプログラムのレベルアップを図ること

で飢餓と栄養不良をかなり減少できる。

5.飢餓と栄養不良という問題は、世界理解と平

和を目指す上で、社会的、政治的に非常に大き

な問題である。

6.世界社会の同意と支援を得るために、一般社

会の人々を動員することが必要である。従って

RIは今後10年間次の4つの日標を叶えるため

に努力するよう奨励 し、支援する。

① 基金による飢餓と餓死を救済すること。

② 児童の栄養不良と死亡を大幅に減らすこと。

③ 慢性飢餓を撲滅させること。

④ 不十分な栄養による主要な疾病を撲滅する

こと。

◎世界社会奉仕の活動の目的と活動方針

次年度のRI会長のジェームスL.レ イシー氏

は、「世界の飢餓・ 貧困を放置 しておいては、平

和はない」との不退転の決意を秘めてRI会長に

就任されます。従って、次年度も他の国のロータ

リークラブやその地区と共同で、『貧困と飢餓の

地球規模の救済』を旗印に “ロータリーの夢を追

い続けよう"のテーマを実践致します。当地区委

員会やクラブは、飢餓、貧困、疾病で苦しむ人々

に生活改善のための職業訓練や識字教育、保健衛

生、教育プログラム、虐待されている子供たちに

は愛の手、緊急災害等の援助は国際プロジェクト

による救済援助活動を通 して行い、国際理解と親

善を図ることが要請されるわけです。

◎当地区の世界社会奉仕活動の基本方針とクラブ

活動予算

1)各 クラブは自発的に独自のプロジェクトを実

施されることをお勧めします。

2)各 クラブの活動予算は、会員 1人当たり5,000

円以上の拠出を目標に実施 して下さい。

3)ク ラブ単独でプロジェクトの実施を行わない

クラブは、地区世界社会奉仕委員会と共同で実

施をして頂きます。この場合、会員 1人当たり

5,000円 を拠出して下さい。

4)ク ラブ独自のプロジェクトを実施され、会員

1人当たりの活動予算が5,000円 未満であった

場合、その差額について地区と共同のプロジェ

クト事業費に拠出して頂きます。

この件に関 しては、アンケー ト用紙を配布致 し

ております。ご検討下さい、期日までに必ずご回

答願いたいと思います。このアンケー トは7月 の

25日 に開催予定を致 しています世界社会奉仕委員

長会議の重要な資料になりますので、ご協力のほ

どお願いします。

◎世界社会奉仕とは

1.用 語

World Comlnunity Serviceの イニシャルを

取ってWCSと 呼んでいます。

2.事 業

各クラブまたは地区が他国の貧困や飢餓に喘

ぐ地域の人々に職業訓練、識字教育、保健衛生

教育、奨学プロジェク ト等に関わる援助を通 し

生活水準を高めるお手伝いをする。
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3.担当と任務

国際奉仕部門の中にWCS委 員会を設置する

ことをお勧め致 します。またWCSプ ロジェク

トの実施には年度を跨いでのケースが多いため

3年委員、 2年委員を置 くことを推奨 しており

ます。その働きは、

1)世界のどこかで飢えに泣き、病に困ってい

る人々のあることを、具体的に情報として会

員に伝える。

2)プ ロジェクト実施のため地区WCS委 員会

は、被援助国から情報を得て、事業計画を立

て、募金活動を奨励 してプロジェクト実施の

準備を実行する。

3)ク ラブ単位、或いは地区と共同の事業を実

施する。

4.資 金

事業資金は全会員から1人当たり5,000円 以

上を特別寄付金として募るか、ニコニコ募金箱

その他多くの方法が取 られておりますが、皆さ

んのクラブではどの方法を採用されているか、

アンケー トでお答え頂 くことになっています。

5。 お願い

このプログラムの実施にあたっては、現地を

訪間されることは不可欠ですが、それが困難な

場合も以下のことは是非確認下さい。

1)現地の事業責任者を確認 し、収支報告を必

ず得ること。

2)必要な物資の現地調達情報を得ておくこと。

(日 本製品が良いとは限りません。)

3)相手国の文化や習慣をよく知っておくこと。

その他種々ございますが、実際に体験を通 して

学ばれることこそ、WCSの 大きな意義の一つで

あると思います。ご寄付をして下さった方々に説

得力のある説明のできるプロジェクトの実施をお

願い致 します。

6.共同の事業の推進

地区WCS委 員会は、

1)援助事業の紹介。

2)地区主導の共同事業を行っており、その資

金は、これに参加するクラブの全会員の分担

金で賄われ、多大の成果を収めている。

3)複数のクラブが共同して行うこともできる。

4)現地事情の研修と視察の旅を計画している。

是非参加 して下さい。

7.WCSプ ログラムの進め方

WCSは 国際間の奉仕活動ですので、何より

もまず信頼できる海外のパー トナーを選ぶ必要

があります。

1)長年お付き合いのある姉妹クラブや友好ク

ラブと進める。

2)海外とのロータリアンとの個人的交流を通

じて進める。

3)RIの “WCSプ ロジェクト交換"を通 じ

て進める。

4)RIの “現物拠出情報ネットワーク"を通

じて進める。

5)国際大会や地域大会での交流を通 じて進め

る。

自信を持って皆様にご説明できる実施活動こそ

重要であると思われます。

8.プ ロジェクト実施に伴 うその他の条件

1)プ ロジェクト実施先へのアクセスが比較的

容易で安全。

2)相手先とのコミュニケーションが確実に行

える。

3)WCS活 動に熱心に取 り組む会員が双方に

必要。

9。 WCS活 動に対するロータリー財団の援助プ

ログラム        (添 付資料参照)

1)同額補助金

2)保健・飢餓追放・人間尊重(3H)補助金

3)カ ール・ ミラー補助金

4)ヘルピング・ グラント

10.プ ロジェクトの対象外

1)ロ ータリアンやその家族が恩恵を受ける事

業。
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2)特定・少数の人のための事業。

3)不動産購入・給料等の支払いに該当する援

助。

11.配付資料の説明

WCS活 動の本当の目的は、私たちロータリ

アンが本当の喜びを体験することではないかと

思います。世界奉仕への礎を築 くロータリアン

ならではの特権と考えてはいかがでしょうか。

【質 疑 応 答】

Q)龍田宇内 (東大阪西) 昨年度ネパール・

ミドルタウンRCに 100万円頂きありがとうござ

いました。これで血液分析の器械を購入 し、確か

に活用されています。本当に貧しい国で、飢餓に

苦しむ人、病気で亡 くなっていく人を現実に見て

いますので、できれば今年度も候補の一つにあげ

て頂いて、ご協力が頂ければと思います。

A)坂本サブリーダー 委員会に図り、ご期待

に沿えるようにしたいと思っています。

◆国際青少年交換について◆

中サブリーダー 次の時代を担 う自分の子供た

ちを是非立派な人間に育てていきたいという思い

は同じだと思います。そのためには広い世界を見

て、色々な人と交わっていくということです。

青少年交換プログラムは1920年代の後半からヨー

ロッパ、それからアメリカと始まりました。そう

いうところからロータリアンの子弟も恩恵が受け

られるという唯一のプログラムです。勿論ロータ

リアン以外の子弟でも結構ですので、参画 して頂

きたいと思います。

1998年 というのは、実は皆様方が国際奉仕委員

長をやって頂 く年度ですが、もう既に候補者が決

まっています。去年の7月 ～ 9月 にかけて募集を

致しました。約13名 の高校生が選ばれております。

青少年交換の場合は、本当に実質中身として効

果を上げるには、事前の準備が非常に大事です。

去年の10月 4日 に子供たち、保護者、推薦 して頂

きましたクラブの担当者に集まって頂きまして、

心構えから始め、年内にあと 1回、 1月 と4月 に

は現在海外から来ている子たちと 1泊 2日 で合宿

をし、言葉も英語を使いながら、計 6回 ぐらいの

オ リエンテーションをやります。色々な準備を進

めた上で、今年の8月 に出発して頂 くという段取

りです。

青少年交換というのが正式にRIの ほうで承認

されましたのは、1970年代に入ってからです。青

少年交換を通 じて交換 し、 リターンした子たちの

ために、ROTEXと いう組織を作っております。

この子たちが、来た子たちのお世話をする。海外

体験 した子たちが身を持って、今度はお世話になっ

た分をお返ししていくと。これは将来のロータリー

の大きな資源になるのではないかと。実際に資源

になっております。青少年交換は苦労のほうが多

いのですが、その苦労の中に素晴らしい喜びがあ

ります。

以前は 1人当たり3,000円 を頂戴 していまして、

受入れて頂いたクラブに 1人について100万円ず

つの補助金が出ます。地区としては全ての皆様に

何かの形で参加 して頂いているという気持ちで進

めていましたが、去年からそれが2,000円になり、

8月 に来る子供までは、100万円ということでお

願いできますが、1999年 8月 からの子供は、60万、

70万 ということにさせて頂き、あとは各クラブで

負担 して頂かなければならないと思っています。

◎世界の青少年交換の実情

・ 現在  8,000人 ぐらい交換

ロータリアン150人 に 1人 の割合で毎年交換 さ

れています。 日本は今300人～400人に 1人でどう

みても少なく、やはり将来に向けて人の交わり、

お互いに理解 していくということは非常に大事な

ことです。 1人の子供が行きますとそれに携わる

ホストファミリーが何軒かあり、ロータリークラ

ブがあり、学校、地域社会があります。 1人行け
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ば数百人単位で向こうの人と交わります。向こう

から来た子も同じことが言えるわけで、これは非

常に大きな輪が広がるということです。是非皆様

のクラブからもご推薦願いたいと思います。

現在当地区でお付き合いのある国を申し上げま

す。

アメリカ、アルゼンチン、オーストラリア、オー

ストリア、カナダ、 ドイツ、ニュージーランド、

フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、

ロシア、ハンガリーです。

最終的にはどこに行きたいかという希望も取る

のですが、必ずしもそこに行けるとは限りません。

アンケー トですが回答が 6月 15日 になっていま

す。これからの資料として残 していきますので、

過去の実績がありましたら是非 ご回答下さい。

長期交換以外に短期というのがあります。短期

は大体日本の場合は、夏休みを利用 してお互いに

相手とバッティングさせまして交換するというこ

とになり、学校にも行きませんが、向こうの家庭

に入り数週間向こうで過 ごします。今年はアメリ

カのテキサスとイタリアヘ派遣 します。

7月 11日 は皆様にご案内を差 し上げますのでお

集まり下さい。この日には海外から来る子供たち

を受入れて頂 くクラブの方に、その後で残って頂

いて、受入れ学生の準備をするということになっ

ています。

◆国際交流平和委員会について◆

笹井サブリーダー 国際交流平和委員会は、世

界のロータリアンとその家族と友好を深めて頂き、

奉仕活動を活発にしていくためにPRを していく

委員会です。

5つのポイントを掲げています。

1.国際大会に参加 して頂 くこと。

2.シ スタークラブ、または友好クラブの締結を

お願いする。

3.友情交換をして頂きたい。

4.趣味職業別親睦活動にできるだけ多く参加 し

て頂きたい。

5。 世界理解と平和週間に平和についてのプログ

ラムをお願いします。

◎国際大会について

01998年 6月 14日 ～17日

アメリカインディアナポリスで開催

ロータリアン 106名 家族 52名

(合計 158名 参加予定)

01999年 6月 13日 ～16日

シンガポールで開催

02000年  アルゼンチン ブエノス・ アイレス

02001年  アメリカ サンアントニオ

・ 2002年  オース トリア ウイーン

02003年 未定

・ 2004年  日本 大阪

02005年  アメリカ シカゴ

◎友好クラブの締結について

今まで81ク ラブ中16の クラブがまだ未締結でし

たが、本年度大阪咲洲RCが締結され、15ク ラブ

が未締結です。姉妹クラブの場合は両クラブで契

約書に準ずる書類を交換 しあって、お互いに書換

えをしていきます。そしてシスタークラブとして、

WCS活 動をしていくと定められています。友好

クラブの場合は、改めて契約等を交換せずに、お

互いに友好を交換するクラブということになって

います。

◎友情交換について

現在 2つのプログラムがあります。

1)ク ラブ対クラブ

2)地区対地区

2660地区については、地区対地区というのは行

われていません。

◎趣味職業別親睦活動について

世界親睦活動と職業別親睦活動と2つに分かれ

ていましたが、 3年前に趣味職業別親睦活動とい

う名称になり、 1つになりました。 ヨット、ゴル

フ、スキー、無線等が活発に行われています。
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◎平和委員会について

2月 23日 に創立記念日ということで、その 1週

間を大体平和週間と名付けており、大体世界理解

の卓話を皆さんやって頂いていると思いますが、

平和について卓話とかフォーラムを是非やって頂

いて、認識を高めて頂きたいと思います。

世界のロータリアン、その家族と仲良くなって

頂いて、そして仲良くなればまた平和も自然とつ

いてくるというふうなものですので、世界のロー

タリアンと友情を深めて頂けたらと思います。

【質 疑 応 答 】

Q)清水  明 (大阪船場) 国際大会の開催

国をもう一度お願いします。

A)笹井サブリーダー 1999年 はシンガポール

で、2000年 がアルゼンチンのブエノス・ アイレス、

2∞1年はアメリカのサンアントニオ、2002年はオー

ス トリアのウイーンで、2003年は未定で、2004年

が関西 4地区合同です。2005年 が100周 年という

ことでシカゴ、ここまで一応決まっています。

Q)門脇 義房 (北梅田) 先程の友情交換と

いうのがありましたが、友好 クラブとどのような

違いがあるのでしょうか。

A)笹井サブリーダー 友好クラブというのは、

外国のロータリークラブと友好契約をしながら一

緒に友好を深めていくだけです。友情交換という

のは、いわゆるシスタークラブ契約、または友好

クラブ契約をしたクラブとお互いに行き来をしあ

うわけですが、この度、小冊子ができましたので

皆様方に配布させて頂きます。

Q)山田芙美江 (大阪そねざき) 月間の時に

結構ですので、地区のほうから委員の方にお出ま

し頂き、卓話をお願い致 します。地区にご指導を

頂きながら、クラブ全員が国際奉仕の活動を身に

つけていきたいと考えていますのでよろしくお願

いします。

A)笹井サブリーダー 是非呼んで下さい。

Q)森本  一 (東大阪) 毎年 2月 に世界理

解月間があって、卓話とフォーラムをやっている

のですが、テーマが「平和」ということで、抽象

的過ぎてマンネリ化 しているわけですね。ですか

ら、地区として「平和について、こういうテーマ

でやられたらどうですか」というア ドバイス等で

協力して頂ければ助かると思います。

A)笹井サブリーダー 実際問題私たちも非常

に平和については困っていました。 ロータリアン

としての平和というものを考えていったほうがよ

いのではと思い、大阪国際交流センター等で卓話

のできるような方について、一応検討 しておりま

すので、そういう方であれば、よろしければご紹

介させて頂きます。

A)清水  明 (大阪船場)私 たちのクラブ

でも少 し悩みまして、大阪にある国際交流会議、

そこにNGOが たくさんあります。そのNGOの

協議会に行きまして、その中の素晴らしい組織を

ピックアップしてきまして、クラブで卓話をして

頂きましたら、大変感銘を得る卓話を頂きました。

海外における我々の新 しいあり方という形で、ク

ラブのメンバーから大変喜んで頂きました。

坂本サブリーダー 現在2660地区には81ク ラブ

ありますが、その内53ク ラブが独自のプロジェク

トを持っておられます。その残 りが地区との共同

の奉仕を願っているわけですが、53ク ラブ中16ク

ラブが未実施の状態であります。 7月 25日 に委員

長会議がありますので、その時に結果がどうなっ

たかを発表頂 く予定にしています。先程のアンケー

ト用紙は、提出日が 6月 14日 ですのでよろしくお

願い致 します。

◆ま と め◆

山中討論リーダー 3委員長から詳 しくご報告

がありましたが、各々のクラブで色々な方針 もあ

るかと思います。この識字教育を中心とした貧困

を絶とうという大きな目的に進んでおられるWCS、
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そして将来の青少年のために大変青少年交換も頑

張っておられます。なお一層のご理解を賜 ります

ことをお願い致 します。

平和委員会のほうも私は友情交換などはあまり

知 りませんで した。皆さん方はご存 じだったかも

しれませんが、今日のこのお話で知らないことを

沢山教えて頂きました。

どうか次年度一年皆さん方のご活躍を祈念致 し

ましてまとめとさせて頂きます。どうもありがと

うございました。
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ロータリー財団部門

(大 阪 北)

(八  尾)

(枚  方)

(大阪鶴見)

(大阪鶴見)

(大阪住吉)

(茨  木)

(大阪東南)

菅生討論リーダー 識字率問題というのが、声

高く言われるようになり、RIと致 しましてはポ

リオ・ プラスのあとにくる大問題という捉え方を

しています。

アジア地域は第 1ゾーンから第 7ゾーンまであ

り、日本は第 1～ 4ゾーンまでで、各地域に地域

のコーディネーターをおき、各ゾーンにゾーンコー

ディネーターをおきます。色々と各地区、クラブ

の間を調整 して、この問題の促進に努力するとい

う組織を作 り上げていくわけです。

識字率問題というのは、高く掲げた理想ですが、

現実の実行段階には、国際奉仕活動やロータリー

財団活動によって支えなければならないというこ

とになりますので、財団の問題とは極めて密接な

関係にあります。

7月 が識字率向上月間になっていますので、財

団のほうでも十分にご配慮を賜 りたいと考えてい

る次第です。識字率と計算能力を分かりやす く言

いますと「読み書きそろばん」ということです。

世界で見ますと大部分の人が識字率、計算能力を

欠いております。今の識字率問題は、識字率が充

足している地域が、識字率を欠いた地域を支援す

るというプロジェクトです。具体的にアジア地域

で申しますと、 1か ら4ゾーンが 5か ら7ゾーン

を支援するという形になるわけです。

文字と数字の文化を欠いているということは、

どういうことを意味するかということをRIは真

剣に考えているわけです。貧困や飢餓、これが大

変な問題で貧困・飢餓と識字率欠落との問題は悪

循環 してしまいます。貧困な社会だから、教育が

行き届かない。教育が行き届かないから貧困が解

決しない。こういう形でぐるぐる回りいつまでたっ

ても解決 しない。そこでロータリーがこの問題を

取 り上げなければなりません。識字率と計算能力

を欠いた人たちというのは、まず自分たちの生活

を防衛できない、自立的に生活できない。それか

ら感覚という面でも欠落 したものになる。非常に

貧 しい生き方というものを強いられる。それだけ

でなく、お互いに理解できないし交流ができませ

ん。

最後の課題として、RIが識字率と計算能力の

問題に挑戦 していると考えられるわけです。です

から、これは本当に大問題であります。当地区各

クラブにおかれましても、その点をご理解頂きま

して、是非ご協力を賜 りたいと思います。

◆財団情報について◆

増田サブリーダー 財団情報ニュースを中心に

お話 しをしたいのですが、これは年 3回発行 して

いますが、読んで頂ければ分かって頂ける内容に

なっています。

討論リーダー

サブリーダー

サブリーダー

サブリーダー

サプリーダー

サプリーダー

サブリーダー

サプリーダー

菅生 浩三

増田  鼎

執行 経世

阿部成之助

松岡 茂雄

飯原 弘章

簡  仁一

岡木 健治
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「財団ニュースあれこれ」ですが、クレジット

活用によるマルチプル・ポール・ハリス 0フ ェロー

(MPHF)申請の活用、これは 3年周期で期限

切れになることは変わりません。「 ロータリー財

団」という小冊子を地区で出しており、クレジッ

トのことも (P。 9)書 いていますので目を通 して

頂きたいと思います。

同額補助金の申請状況ということですが、次年

度もアンケー トを実施する予定で、用紙をお配 り

していますので、8月 31日 までにご返事項きたい

と思います。これに対するデータが 6月 30日 末で

財団のほうから各クラブにまいります。 8月 中頃

までには届 くと思いますのでよろしくお願い致 し

ます。

新人道的補助金の申請ということがあり、これ

も財団が導入 した新 しいプロジェクトの一つで、

10,000ドルを限度として、DDFを 活用 して、地

区が実施するプロジェクトです。地区のDDFは
財団のサジェッションにより、元々奨学生に割 り

当てるべき額の 3人分の奨学金の枠を人道的補助

金のために特に保留 して、それの補充枠 (数万 ド

ルあります)の 内から10,000ド ルを限度 として

DDFを 活用 して実施 します。本年度はフィリピ

ンの3770地区の僻地の電化プロジェクトとして、

ロータリー財団宛に正式申請書を提出しています。

一応手続きの第一歩でこれから始まるわけです。

ガバナー月信にMPHFの 回数表示があ りませ

んので、次年度から表示することになっています。

◆財団増進について◆

執行サブリーダー 寄付の増進を図るという委

員会でありますが、1998～ '99年 度の目標額は、

年次寄付の額を

“

万 ドル、これは地区の目標額で、

1人 当たり145ド ルをお願いしたいということで

す。基金のほうは各クラブ 1名 にベネファクター

になって頂 くわけですが、これを地区全体と致 し

ましては、81名 以上を目標としてやっていきたい

と思っています。毎月、マンスリー・ コントリビュー

ション・ レポー トというのを、ガバナー事務所よ

り各クラブヘお送 りしています。大体 lヵ 月遅れ

てまいります。「数字が違 うじゃないか」という

お問い合わせがよくありますが、基本的にRIか

らの額を正 しいと認識 して頂きたいと思います。

1月 に期限切れとなるPHFの クレジット額の

報告書が送ってきます。それに各クラブのメンバー

の保有するクレジットで 6月 末で消滅する額と残

る額とが書かれていますので、クレジットを利用

してPHFも しくは準PHFに なって頂 くことを

ご検討頂ければありがたいと思います。

アンケー トの件の資料ですが、 7月 末に6月 末

の数字が中間報告としてまいります。中間報告の

分でご記入頂 くことになると思います。円安状況

ですが、一応 3月 末現在の状況では、年次寄付額

が104.5%に なっています。 1人当たりの平均額

125ド ルで達成率は86.2%に なっています。あと

3ヵ 月分が出てまいりますので、 1人当たりの目

標は通過すると考えています。ただ、ベネファク

ターの人数が現在44名 で、81名 の半数です。現状

はそういうことです。どうかよろしくお願い致 し

ます。

一つ抜けていたのですが「 100%PHFロ ータ

リークラブ」というのを今年になって言ってこら

れ、これはクラブの全員がPHFの 認証を受けた

場合に申請すると 1回限 り授与されるものです。

100%PHFロ ータリークラブの名前と達成され

た年度が世界本部の殿堂に展示される表彰楯に刻

まれ、そして恒久的に表彰されるということです。

これの申請にあたりましての手続きは日本サービ

スセンターのほうへお問い合わせ頂ければと思い

ます。よろしくお願い致 します。

◆国際親善奨学金について◆

阿部サブリーダー 財団の奉仕活動で一番古い

歴史があり、重要な奉仕活動ということで、DDF
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の金額のほとんどを財団奨学生の派遣事業に頂い

ておりますので、非常に責任のある仕事だと思っ

ています。

奨学金の申請の年度と実際に留学する年度がま

たがります。明日来年派遣する学生の第 1次テス

トを 1日 かかってやります。 6月 7日 に面接テス

トをして24名 が来年の 7月 から海外の大学へ行 き

ます。現在は1997～ '98年度の学生が世界中の大

学にいるわけですが、この7月 頃に帰ってまいり

ます。それと入れ代わりに1998～ '99年度の学生

に 3回のオリエンテーションをやり、国際親善大

使としての使命感、目的そういうものを教育 しま

して、世界の大学へ出します。年度がまたがり、

我々は 3年間も学生のケアをしているということ

で、非常に事業が複雑、多岐にわたっております。

そのためになかなかメンバーの承継が困難で、で

きるだけ業務のデータの積み重ね、今までのノウ

ハウ、手続き等色々なことを蓄積して、早くマニュ

アル化 して委員会の活性化を図りたいと考えてい

ます。

この頃は学生を送 り出すことも大事ですが、日

本は一番豊かな国なのに学生ばかりに重点を置 く

のはおかしい。人道援助のほうにもっと振 り替え

なくてはいけないという意見が色々とプレッシャー

になっており、人道的援助委員会のほうへも、学

生の 3名分66,000ドルを去年から振 り替えるとい

うことで、人道的援助の委員会も発足 しています。

応募ですが、12月 ぐらいから、最寄 りのロータ

リークラブでスポンサーになって頂いて我々のほ

うへ申請書を出して頂 くということです。応募者

の受入れをスムーズにして、 1名 でも多くの優秀

な学生をスポンサーすることがクラブにとって非

常に誉れであるということで対応 して頂きたいと

思います。

国際奨学金制度で日本へ語学研修に来る学生が

増えてきました。テス トケースとしてですが、ま

だ力のない旧共産圏に我々の持っているDDFの

枠とドネー トしまして、去年はジャパン・ プログ

ラムを含めて、 3名 の受入れをやりました。それ

と短期研修を去年は 6名、全部で 9名 の学生を受

入れました。

学友委員会には、オ リエンテーションで一体と

なり、OBと しての経験を生かしてもらい、新 し

い奨学生たちの色々な入学手続きや、海外での生

活のノウハウを教育 してもらうお手伝いを頂いて

いるのですが、これからも益々その関係を深めて、

きめの細かい指導をやっていきたいと思っていま

す。

◆GSEについて◆

松岡サブリーダー 研究グループ交換というの

は、 “Group Study Exchange"の 略のGSE
で呼ばれています。簡単にGSEの ことを説明し

ますと、ロータリー財団の文化交流プログラムと

いうことで、国際的に大きな事業となっています。

◎ 目 的

・ 一般の社会人が異国の文化を理解 し、文化がた

とえ違っても同じ人間であるということを理解

し合う。

具体的には 2つの国際ロータリーの地区がペア

を組みまして、ロータリアンを団長として、その

他社会人 4名から5名 のチームをお互いの地区に

派遣 し合うわけです。相手方ではホームステイを

します。

◎GSEの プログラムの参加方法

1.団長はロータリアンから選びますので、的確

な方をご推薦下さい。

2.団員をご推薦下さい。 (男 女半々 ぐらいが望

ましい)

◎受入れ

1.ク ラプの訪問 1週間に 2ク ラブ

2.研修の世話をして頂きます。

3.職業研修の世話をして頂きます。

4.ホ ス トファミリーの応募をお願いします。
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◎方 針

0で きるだけ向こうからくる団員の専門の職業に

合った形でホームステイ先を選ばせて頂いてい

ます。

次年度は7080地区、カナダのオンタリオ州と致

します。

◎受入れ 3月 20日 ～4月 18日

派遣も来年の春にしますので、団長、団員をご

推薦頂ければと思います。

カナダの場合は、NGOの活動も活発なところ

で、環境問題に熱心な国ですから、できれば環境

関係の方をご推薦頂ければ結構かと思っています。

◎受入れ体制

・ :[Mの 1組、 2組を 1グループというふうに全

体を4つのプロックに分けて、4週間を 1週ず

つ担当する。

この国際的な親善プログラムにご協力を頂 くよ

うお願い致します。

◆財団学友活動について◆

簡サブリーダー 当地区では国際親善奨学生の

OB、 OGの帰国された方々を組織 しまして、パ

ス トサービスクラブ(PSC)と いうのを作ってい

ます。そのPSCを 支援するのが地区の財団学友

委員会です。

帰国 した国際親善奨学生を中心に財団学友の運

営を行っています。当地区が国際奨学生を1957年 、

約40年 ぐらい前に 1名 派遣 してから昨年までに

PSC会 員が300名 を超えています。その300名 の

人たちの中には色々なところで活躍されている方

もおられ、また、今でもそれぞれのスポンサーク

ラブのカウンセラーの方と、交流を持っておられ

る方もいらっしゃると思います。学友のフォロー

は、それぞれのクラブでもして頂いていると思い

ますけれども、特に地区のほうでは、新 しくこれ

から出発する奨学生候補者に今までの一番新 しい

情報を提供することにより、安心 して留学に旅立

てるような準備のお手伝いを中心に行っています。

帰国 した奨学生が自分たちになり、分かりやすい

マニュアル等を作 りまして、それを中心に、これ

から出る候補者の指導、また質疑応答を行ってい

ます。具体的には年 6回、偶数月に例会を行いま

して、その例会場に候補者の方を順次お招きして、

質疑応答ということで運営させて頂いています。

昨年度の報告書が間もなくできあがりますので、

6月 中には各クラブにお送 りできると思います。

2年に 1回学友名簿というのをそれぞれのクラブ

に送らせて頂いています。当地区から派遣 した国

際親善奨学生、またGSEの メンバーが全て分か

る限り記載されていますのでご活用下さい。

学友の方と候補者の間でインターネットを通 じ

て、それぞれのいろんな質問のやりとりを行って

います。このやりとりをまとめて、次年度にはロー

タリー奨学生のマニュアルを、もう少し完成度の

高いものにしたいと思っています。

従来11月 のロータリー財団月間には、帰国した

奨学生の卓話の依頼を地区のほうに頂いています

が、財団学友委員会としては、月間だけではなく

皆さんに地区の目標に向かって寄付を頂きますの

で、その都度必要があれば、財団の学友会のメン

バーを卓話に派遣させる予定ですので、遠慮なく

お申し込み下さい。

PSCの 運営は、地区としましては、PSC便
りと財団学友名簿の予算 しか頂いておりません。

6月 に決まると思 うのですが、それぞれ奨学生の

スポンサークラブに 1人につき20,000円 を 1年間

に頂き、その費用で運営させて頂いてます。もし

推薦されている受験者がいるクラブは合格 した時

のために、 1人につき20,000円 の次年度の予算に

組み入れて頂きたいと思います。

◆財団人道的援助について◆

飯原サブリーダー 1997年 に当地区のロータリー

財団の部門で 7番 目に設立された委員会です。
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ロータリー財団には10の人道的なプログラムと

2つの教育的プログラム、そして 1つの文化交流

プログラムがあります。これらを通 して、国際理

解の増進と平和の達成を目指すわけですが、これ

らの活動資金は皆さんが財団に寄付 したものが、

3年後に60%地区に還元されたものです。

今まではほとんどの基金を教育プログラムの国

際親善奨学生のために出してきました。日本のよ

うな先進国は、自国のための教育開発と共に、今

すぐにでも援助せねばならぬ開発途上国に資金を

割 くべきであると要請されるようになりました。

そこで前年度からの引き継ぎで奨学生の22,000ド

ルの 3人分を私ども委員会がお預かりすることに

なったわけです。ただ、資金はエバンストンのロー

タリー財団にあり、援助するプロジェクトを申請

することにより財団から資金が実施国の地区、或

いはロータリークラブに送金されます。人道的委

員会の活動は、DDF、 つまり地区財団活動資金

と実施国の地区、或いはロータリークラブの基金

とで奉仕活動をしています。

3月 の末に 1つ申請を致 しました。3770地区、

フィリピンのカワヤン州にスハグラオRCがあり

ます。ここで新人道補助金、10,000ドルを使わせ

て頂いて、ルソン島の最北端にある僻地に電気を

引 くというプロジェクトです。因みに次年度は私

どもの委員会の使える予算が今の10,000ドルを含

めまして、66,000ド ルあります。1999～2000年度

は皆様のご寄付が多かったもので、119,000ド ル

預けることになっています。日本円で今のレー ト

にして、1,574万円です。これを如何に使わせて

頂 くかということで、非常に委員会としては苦心

をしています。

◆ポリオ 0プラスについて◆

岡本サブリーダー ポリオ・ プラスのご説明を

させて頂きたいと思います。ロータリーの友の 5

月号にシーラー・デビーという方が非常に詳 しい

ロータリーのポリオ・ プラスに関する歴史的なこ

とを抄録にしておられます。是非ともお読み頂き

たいと思います。

ポリオというものにRIが初めて関わりました

のは、フィリピンで、 5年間で600万人の児童の

免疫接種を施そうという計画、1979年のことです。

ロータリー創立75周 年の記念事業として、750ド

ルの基金を基にしたプロジェクトが打ち立てられ

たわけです。1981～ '82年度の当時の会長がニュー

ホライゾン委員会を発足させて、そこでロータリー

の創立100周 年のプレゼントとしてポリオの接種

を世界の子供たち全員にしようじゃないかという

理事会の決定をして「 ポリオ2005」 という名前で

呼んだ次第です。

それから2年後の1984～ '85年度のカルロス 0

カンセコ会長が、経ロポリオ・ ワクチンの発明者

であるセイビン博士や専門の方々と共に専門委員

会を作 り、ア ドバイスを依頼 したわけで、そこで

世界中の子供たちにポリオ・ ワクチンを接種する

という大きなプログラムを打ち立てました。

目的を達成するためには、資金を調達 しなけれ

ばならないことで、 1億2,000万 ドルの寄付を募

るという仕事を開始 しました。沢山のボランティ

アの活動により、そういった方々に、寄付をお願

いできるように回って頂いたわけです。その結果、

1988年 には 2億4,800万 ドルと目的額の 2倍以上

の募金が集まりました。 こういった仕事を遂行 し

ていく上において、ボランティア活動というもの

が非常に大事で、各地から100万人以上のロータ

リアンがポリオの撲滅のためにワクチンの輸送、

保管、投与のお手伝いというようなものに協力す

るということになりました。

◎1997年10月 31日 現在の状況

1.RIは 全世界からポリオを撲滅するために 3

億4,000万 ドルの資金調達。

2.ポ リオを接種 した国 119ヵ 国。

3.10年間にわたる撲滅接種事業のお蔭で、400

万人の子供たちがポリオから保護。

-58-



4.1985年～1996年末までに10億人以上の子供が

経ロポリオ・ ワクチンの投与を受け、ポリオに

対する免疫を獲得。

昨年経ロワクチンの投与を受けた子供は 4

億人。この 4億というのは全世界の 5歳以下の

子供の60%にあたる。

5.19%年にポリオの発生がなかった国は、154ヵ

「:ヨ。

6.1996年 4,000件 のポリオの発生が報告。 しか

し、正確に報告されていないところもあるので、

約4万件ぐらいはポリオが発生しているとWHO
はみている。

7。 ポリオの撲滅が世界中にもたらす医療費の節

約、これは15億 ドルで、この額はポリオのワク

チンに相当する額である。

◎資金の調達

1997年 10月 30日 現在では、アフリカのポリオ

撲滅に8,600万 ドル、 アジアにおいては 1億、

1,500万 ドルの調達を計上 しています。

我々の2660地区の資金につきましては、皆さ

ん方の募金をはじめ、大半は19%年 9月 に地区

で行って頂きましたポリオ・プラスのチャリティ

ショーに負うところが非常に大きいわけで、そ

の収益金の496万 円がポリオ・ プラスの協力の

資金になりました。ところが我々のポリオに対

する資金は底をついてしまい、今後ポリオ・ プ

ラスのパー トナープログラムヘの貢献をしよう

としますと、皆様方にまた資金のお願いにあが

らなければならないというのが現状です。

【質 疑 応 答 】

Q)細江  重 (大阪東淀) 最初にパス ト

ガバナー以下皆 さん方は恐 らくMPHFの 方々

ばかりだと思 うのですが、バッジを付けておら

れるのは増田さんお一人で、こういう時には、

名誉あるバッジは付けて参集すべきではないか

と思います。二番目はクレジットのことですが、

どうすると1,000ド ルの権利を人に譲れるのか

ということです。三番目はホームステイやどこ

かへGSEを 連れて行きたい時に、これだけの

メンバーがありながらどこへ頼んだらよいのか

分からないので、諮問委員会あたりで練って頂

いて、 コンピューターにインプットするように

お願いしたいと思います。最後にポリオ・ プラ

スですが、お金がまだいるので しょうか。

A)増田サブリーダー 私が付けているのは、

“Follow Your Rotary Dream''と いう次年

度のテーマなんです。我々としても努めて付け

るように致 します。今までは7,000ドル～9,000

ドルの間はバッジがなく、10,000ドルになりま

すとダイヤができたのですが、新 しく7,000～

9,000ド ルでバ ッジができましたので、どんど

ん寄付をお願い致 します。10,000ドルに達 しま

すと大口寄付ということになり、また別のダイ

ヤが付いたピンがまいります。せいぜい財団の

寄付に協力して頂き、クラブ全員がPHFになっ

て頂 くという方向でお願いします。クレジット

の問題は12月 に各クラブに各人別のクレジット

表示額がいっております。それを見て頂きます

と金額が出ています。 6月 までに表示 しません

と3年周期で有効期限が切れます。

A)執行サブリーダー クレジットという権

利の発生は、まず1,000ド ルを寄付 して頂いた

PHFが その次に2,000ド ルにすれば、その内

の1,000ド ル分がクレジットの権利として発生

するわけです。

Q)細江  重 (大阪東淀) クラブで他の

人に名前を渡す時には、全クラブというのに入

るのですか。

A)執行サブリーダー 同じ100%ク ラブに

なります。但 し、クラブ保有のものはクラブの

理事会で決定 して頂きます。

A)松岡サブリーダー ホス ト家庭は私のコ

ンピューターに入れております。現在ホス ト家

庭をこの 5～ 6年の間にお引受け頂いた家庭は
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120家庭あります。今回また新 しく、十数家庭に

お引受け頂きましたので、データベースとしては

現在140ぐ らいあります。研修にはどこへ行った

らよいかということですが、大阪市のほうは国際

交流課と話がついています。

A)松岡サブリーダー ポリオは毎年 4万人の

子供さんがかかっています。日本は先進国で、な

いように思われていますが、感染症ですから患者

さんがいる限 り発生致 します。かなりの数ですの

で、この数がゼロにならない限り、世界の各国で

一斉投与 しなければいけないということです。従っ

てポリオ・ プラスに関する寄付はやはりまだ必要

であると結論付けたいと思います。

Q)細江  重 (大阪東淀) 払わなければい

けないということですね。

A)松岡サブリーダー はい。寄付をこれから

またお願いしたいと思っています。

菅生討論リーダー 長時間ありがとうございま

した。これで部門別協議会を終わります。
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米 山 奨 学 部 門

討論 リーダー 中野 董夫 (大阪阪南)

(パス トガバナー)

三好二郎丸 (大阪天満橋)

平田啓治郎 (大阪西南)

酒井  宏 (大 阪 南)

北川  哲 (大阪天満橋)

末村  斉 (豊  中)

種田 憲次 (大阪住吉)

(パス トガバナー)

サブリーダー

サプリーダー

サブリーダー

サプリーダー

サブリーダー

オブザーバー

中野討論リーダー 初めて米山の委員長になら

れた方もおられると思いますので、少 し米山奨学

会のことの始まりから簡単に説明させて頂きたい

と思います。

◎米山の変遷

東京RCを創設されました米山梅吉さんの功績

を記念して1952年に米山奨学制度を東京RCが作

り、初めは東京RCの会員と関係会社から募金さ

れた約260万 円により、海外から大学院課程の学

生 2名 を招致 して、 2年間奨学金を支給 し、勉学

と国際理解の促進に資することを目的に発足 しま

した。1998年 4月 現在で基本金が50億円、特別積

立金42億円。45ヵ 国からの奨学生は1,100名 。累計

奨学生は8,105名 で日本最大の奨学団体になって

います。

米山さんという方を記念してできた奨学会です

ので、正式にはロータリー米山記念奨学会と称 し

ています。

◎ 目的と意義

初めは東南アジアから来られた非常に経済的に

困難な学生をということでしたが、今は世界中に

わたっています。世界中の各地域より勉学、また

は研究のために在日し、我が国の正規の学校、ま

たは研究機関に在籍する外国人留学生に対 して、

奨学金を支給 し、彼らの留学の目的を援助すると

共に、ロータリーの理想とする国際理解と親善に

寄与することを目的としています。奨学生の勉学

だけでなく、国際理解と親善というのが非常に大

きな目的になっていますので、ユニークな奨学会

であります。

10年 ぐらい前、中曾根総理大臣の時に「留学生

受入れ10万人を」という目標を立てられましたが、

あまり施策が進んでおらず、今のところ 5万人、

半分 ぐらいしか目標を達 していないのが現実です。

◎在日留学生の援助団体 (約200団体以上)

・政府 中央自治体 民間団体等

政府を除いて、民間で最大の規模と実績と信頼

を持っているのは、米山奨学会であるということ

です。今後益々当会に対する期待と要望は高まる

ことと覚悟しなければなりません。

◎事業内容

1.奨学金の支給。

2.奨学生に対するカウンセリング。

(世話クラブ及びカウンセラー制度)

3.医療費の補助

(手続きをすれば全額補助)

4.学会、見学、研修等への出席の補助。

◎組織と運営

01967年から財団法人として文部省の管轄下。

○寄付行為は文部省の認可を得て制定、改定。

○執行機関―理事会。

○理事の互選により、理事長、副理事長、専務理
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事、及び常務理事が選任。

○各地区に少なくとも1名、地区担当の理事。

○評議委員会

・ 評議委員はロータリークラブの会員で、所属

地区のガバナーの推薦があった者の中から、

理事長の承認を得て、理事長より委嘱。

・ 各地区より3名。 (ガバナー、ガバナーミニー、

地区で決定される 1名 )

04つの専門委員会

・ 財務、学務、広報、学友

◎世話クラブ及びカウンセラー制度

・ 奨学生一人ひとりに対 して世話クラブとカウ

ンセラーをお願いし、生活上、勉学上の支え

になってもらっている。

・ 世話クラブは米山奨学会の依頼に基づき、ク

ラブ理事会の承認を得て、奨学年度を通 じ、

奨学生を毎月定例例会に招待 し、奨学金を支

給 し、クラブ会員との交流に心を配 り、ロー

タリーの理想とする国際理解と親善に寄与す

るように配慮願っている。

・ クラブ会員の中から奨学生のカウンセラーと

して、最も適任の方を選任して頂き、心の通っ

たお世話を願っている。

・ カウンセラーは米山奨学生の心の支えで、

「米山奨学事業の成否はカウンセラーの動向

にかかっている」と言われるほど責任重大。

・ 世話 クラブは全 ロータリークラブの半数にも満

たない状態なで、その他のクラブのためにもカ

ウンセラーと一体となってお世話頂いている。

◎奨学金制度

1.学部 (YU)奨学金

2.大学院 (YMD)奨 学金

・ 修士課程

・ 博士課程

3.ク ラブ (CY)奨学金

1年以内に博士号取得見込みの米山癸学生を奨

学期間終了後も、引き続き世話を続けたいクラ

ブがある時に、米山奨学生として採用すること

が可能。費用は奨学会 とクラブとの折半

4.特別米山 (SY)奨 学金

OSY-1

発展途上国から来 日する短期研修生に対する

奨学金。

受入団体 :ア ジア学院とPHD協 会。

OSY一 S(元のSY― OB)

元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

てからの短期留学制度。

eSY一 J(日 本研究上級研究員奨学金)

外国の大学院等日本研究を行っているいる若

い学者、研究者の研究活動を助成するため、

日本に招聘する奨学金。

地区米山 (DisY)奨学金というのが次年度よ

りなくなりました。

◎奨学生の募集及び選考

・ 募集期間 10月 1日 ～10月 7日

01999年度の募集から地域により指定大学及び

大学推薦制度実施。

・ 募集要項はガバナー事務所、ロータリー事務

所、大学に送付予定。

・ 募集は全て大学を通 じて行 う。

(新 システム)

・ 12月 ～翌年 2月 中旬まで書類選考、面接選考

実施。

・選考にあたっては各地区で選考委員会を設け、

指導教官の推薦状、学業成績表に重きをおき、

特に人物考査を重視。

◎地域別奨学生数 (3月 27日 現在 )

・ アジアが全体の95%を 占める。

・ アジア以外 56名

(北米、中米、南米 23名 )

アフリカ 10名  ヨーロッパ 14名

オセアニア 4名 中近東 5名 )

今年度までDisYと いうのがあり、これは全体

の何%と 制限 していましたので、中国の方が韓国

より少ないのですが、留学生の数の最大数は中国
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ですので、バ リアをはずすと中国が大変多 くなる

可能性があります。

◎地区別奨学生数割当枠

01999学年度地区別枠奨学生の割当数

地区内にある大学キャンパス別在籍留学生数

と1996年度の地区内個人平均寄与額を基準に

して決定。(今 までは応募数)

0寄付額の多いところに沢山学生を割り当てる。

・微調整―競争率の高低を考慮して行う。

◎寄付金

1.普通寄付金

・ 会員 1人当り1,000円 以上。(年額)

。年額の半額を7月 1日 、 1月 1日 現在の会員

数に応じて、半期ごとに米山奨学会へ送金。

2.特別寄付金

・個人、クラブ、または法人として普通寄付以

外に寄付。

・特別寄付に対しては、税法上の優遇措置。

・特別寄付金年額 3万円以上の方には免税を受

けるのに必要な証明書類が、自動的に2月 初

旬に米山奨学会より送付。

・ ロータリアン、ロータリークラブ以外の個人、

法人、団体からも受ける。

◎表彰制度

○米山ファンドフェロー

・ 寄付の累計額が15万円に達した時、一度に15

万円、もしくは∞万円未満の特別寄付をした時。

・ ケース付きの感謝状。

・ 表彰は 1回のみ。

○準米山功労者

・個人として第 1回分の特別寄付金を3万円以

上を納め、あと30万 円に達するまで引き続き

寄付する意思を表示された方。

・準米山功労者として登録。

○米山功労者

・個人の特別寄付の累計額が30万円に達した時、

または一度に30万 円、もしくはそれ以上の特

別寄付をした時。

0メ ダルと楯贈呈。(1回 目の功労者に限られ、

第 2回 日はケース付きの感謝状、第 3回 日か

らは感謝状)

○準米山功労法人

・ 法人として第 1回目の特別寄付金、5万円を納

め、累計額が35万円に達するまで、5万円単位

で引き続き寄付をする意思表示をされた法人。

・ 準米山功労法人として登録。

○米山功労法人

0法人が所定の申込書により35万円の特別寄付

をされた時。

・ 感謝状を贈呈

・ 個人と重複 しての米山功労者の表彰はない。

○米山特別功労法人

・ 法人から特別寄付金累計額が105万 円に達 し

た時、または一度に100万 円、もしくは以上

の特別寄付をされた時。

・ 米山特別功労法人として表彰し楯を贈呈。

(何回でも行 う)

○米山功労クラブ

0ク ラブの特別寄付金の累計額が100万 円に達

した時。

・米山功労クラブとしてケース付きの感謝状を

贈呈。第 2回 目からは累計額100万円増額 ご

とに感謝状を贈呈。

・ クラブの特別寄付金額には、個人の特別寄付

も集計される。

01,000万、2,000万、3,∞0万円達成クラブ

0普通寄付金と特別寄付金を合計 した累計額が

1,000万円、2,000万 円、3,000万 円に達 した時。

・ ケース付きの感謝状を贈呈。

・ 1,000万円増額達成ごとに同様に表彰。

◎各クラブの米山奨学委員会の任務

1.奨学会情報

米山奨学事業遂行のためにはその目的、意義を

充分に認識すると共に米山奨学事業の歴史、そし

て現況を理解 し、合わせて我が国における留学生

の全般の実情と動向をも把握することも極めて大切で
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す。年間を通 じて、国際奉仕、ロータリー情報、

プログラム、会報等の各委員会と密接に連携協力

して、卓話、クラブフォーラム、家庭集会、会報

等を有効に活用 し、情報の伝達に努めて下さい。

2.寄付金の奨励

米山奨学事業遂行のためにはどうしても資金、

即ち寄付を受けることが必要です。寄付金には普

通寄付金と特別寄付金とがあります。特別寄付の

勧奨は委員会の主要な任務の一つです。委員の勧

奨次第で会員の善意を引き出し、奉仕の機会を提

供することになります。

米山功労クラブ達成のための年次計画を立案し、

全会員の協力による目標と計画性を示 して、奉仕

の意欲を増進するようご指導願います。

3.米山月間活動

010月 は米山月間として、特に米山奨学事業の

意義を強調 し、会員の奉仕意欲の高揚によっ

て、益々の発展を期するためのもの。

・ 事業報告 各クラブに 5部ずつ送付。

・ 地区委員長を通 じて、最新の米山奨学会の方

針と情報をお知らせするので、十分に活用 し、

米山奨学事業の意義を強調するに相応 しい企

画を実施して頂きたい。

4.世話クラブ及びカウンセラー制度の主旨

・ 米山奨学生の世話クラブを委嘱された場合、

その主旨を十分に生かし、カウンセラーを補

佐すると共に、クラブを挙げて心と心の交流

を図り、国際奉仕の実践の場となるように指

導 して頂きたい。

5.学友との交流

・ 学友とは米山奨学期間終了者で、尚日本に在

住する者。就職、研究等で他地区に移住する

者については、それぞれの地区の学友会に所

属するようにお世話願いたい。

・ 韓国、台湾ではそれぞれの学友会を結成 して

いるので、それらの国に帰国する者について

は、それぞれの学友会への参加を促 し、また

その他の国にいる学友とも終生にわたる交流

を続け、永続的国際親善の基礎を築き、ロー

タリー及び米山奨学会の目的の達成のために

お力添えをしてほしい。

三好サブリーダー 昨年 7月 から当地区の米山

奨学委員会が 4つの委員会に分かれました。従来

は一本でやっていました。

1.寄付金委員会

2.奨学生委員会

3.選考委員会

4.学友委員会

日本全国に34地区あり、各地区に米山委員会が

ありますが、 4つの委員会にはっきり分類 したの

は、この地区が日本で初めてです。昨年から各分

担 して運営 していますが、やりやすいと各委員長

が非常に喜んでおります。

平田サブリーダー 米山寄付委員会の委員長を

仰せつかっています。風邪のため声が出ませんの

で説明等を委員長が代わりにやって頂くことになっ

ていますので、ご了承のほどお願い致 します。

酒井サブリーダー 選考委員会の酒井です。選

考委員会は選考するのが主務であります。皆様の

お手元の行事日程表の真ん中あたりに10月 1日 ～

7日 までが米山奨学生募集という欄があります。

2月 7日 ～11日 までは米山奨学生の面接試験とい

う予定になっていますが、そういうところを主と

してお世話をする担当です。

今回からは、奨学生になりたい人が指導教官を

通 じて、大学で一括 して奨学会の方へ申し込むと

いう形に変わってきました。

10月 の初めに奨学生の応募があり、それを元に

して、11月 に書類による審査を行い、それから2

月に面接試験を行 うという段取 りになっています。

選考の仕方は、一般委員として、ガバナー、イ

ンカミングガバナー、地区の米山奨学担当パス ト

ガバナー、地区の米山奨学委員長で構成され、そ

れ以外に文化系、理科系、医学系という部門それ

ぞれに 2名ずつ専門部門のロータリアンの方にご

依頼申し上げて、専門委員として加わって頂いて、
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書類の審査や面接試験等に色々ご協力を頂戴する

という方法で選考を進めています。 2月 の半ば頃

には、大体 '1)そ 学生が決っていくという運びになっ

ています。

北川サブリーダー 米山奨学生委員長を仰せつ

かっています。私どもの委員会では主に 3つの行

事があります。

1.オ リエンテーション開催 (5月 11日 )

2.レ クレーション開催予定 (10月 4日 )

3.歓送会 (3月 に予定 )

末村サブリーダー 学友会というのが組織され

ており、これは全国的なのですが、海外にも奨学

生の皆さんが組織を作っておられ、それのお助け

をするということです。

5月 11日 のオリエンテーションで皆様のところ

へ&3名 の新 しい奨学生がご挨拶に伺ったと思いま

す。こうした人たちやかつて奨学生を経験された

人たちのいわゆる集りであります。これは相互の

連絡を取 り合って楽 しく交友を進めていくわけで

すから、非常に大事なことです。

学友会ができました以上、皆さんのお力を借 り

て、楽 しくやっていけるように是非ご協力をお願

いします。故郷を遠 く離れてやってきており、更

に我々の家族同様、友達同様に扱って頂きたいと

思います。

総会が6月 14日 に予定されています。各クラブ

ヘ総会のご案内を出しますので、ご遠慮なくご参

加頂き、更に我々の友好が進めば幸いだと思いま

す。これから若い人たちが伸びて故国に帰って、

或いは日本において活躍 して くれたらどんなに嬉

しいことでしょう。こんな仕事をしていますので、

よろしくご協力のほどお願いします。

Ξ好サブリーダー 現在「何故韓国の学生が多

いのか」というご質問が非常に多いようです。米

山本部から各ロータリークラブに 3部ずつ送られ

てくる「米山奨学活動事業報告書」を委員長に精

読 してほしいと思います。過去のデーターを見ま

すと、台湾の人がダントツに多かったのですが、

今は1,100人 になっています。何故台湾が減って

きたのかというと、中国問題が絡んで、どんどん

アメリカのほうへ移っていき、米山奨学会への申

し込みが減 りまして、自然と韓国が増えてきまし

た。 4万8,000人 の留学生の中で中国人が 2万人

を占めるそうです。

今年は162名 の申し込みがあり、書類選考で80

名にし、面接は74名 です。その中から実際に通 り

ましたのは38名 です。

専門別では文化系の関係が一番多 く、申し込み

者自体が断然多いのです。昨年の事業報告の内訳

でいくと、経済関係が140名、人文関係が120名 、

教育関係が87名で合計470名です。理工系は420名 、

医学関係は87名 という分類になっつています。

世話クラブは毎年の各委員長なり委員が非常に

昔労するところです。委員会の人たち全員で手分

けして、 2つ か 3つずつ分担 して各クラブにお願

いしましたが、大体 3分の 2ぐ らいはすぐ決まり

ます。あとの 3分の 1が なかなか決まりません。

全部決定するのに2ヵ 月ぐらいかかります。

問題が 3つ あります。

① 大学の場所、住んでいる場所、ロータリー

クラブの住所、この三角形をできるだけ近づ

けてあげたい。

② クラブができたばっかりで、慣れない。

③l会員数が非常に少ないクラブ。

米山カウンセラーヘの費用として、 2万円出て

おります。クラブヘは10万円送られてきます。 5

万円は奨学生の研修旅行等のためで、 3万円は毎

月例会に出て来るわけですから、2,500円ずつ12

回、年間で 3万円、これはクラブに入金 して下さ

い。米山奨学生に対するサービスもあまり過剰に

ならないようお願いします。

寄付金関係ですが、米山本部のほうでも必ずこ

れぐらいは集まってほしいという最低額が普通寄

付金の5,000円です。ある時期までは200人時代が

非常に多かったのですが、奨学生の人数をどんど

ん増やしていくということで、特別寄付金は15,000
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円が必要です。毎年 2万円をお願いすることもな

かなかしんどいわけですが、そういった事情から

どうかよろしくお願い致 します。

酒井サブリーダー 応募者がこの地区だけで162

名に対して38名 の人が奨学生として採用されましまも

また、現在この地区の米山奨学生の総数は63名 です。

・ 工学系19名 (環境関係 5名、電気工学 4名 、

土木工学 4名、その他 6名 )

・ 理学系 5名

・ 医学系 6名

・ 薬学系 3名

・ 文化系 (社会学系11名 、文学系 9名、教育関

係 4名 、法学・経済関係他 6名 )

この地区だけでみますと63名 中35名 が韓国の留

学生です。中華人民共和国15名、台湾 8名、その

他となっています。性別で見ますと男性が38名 、

女性が25名 です。大学で見ますと、63名 中50名 が

大阪大学、大阪外語大学が4名、大阪教育大学が

3名 、他となっています。

北川サブリーダー 奨学生を取 り合いになるほ

ど世話クラブになって頂きたいと思います。ロー

タリーというのは、何か感動とか感激があります

と長続きもします し、やり甲斐もあります。奨学

生は非常に賢い人たちばかりで、博士課程へ行 く

人が多いですから、将来自国へ帰られてどういう

重要なポジションになられるか分かりませんがそ

ういう学生たちを私たちは預かっているわけです。

是非世話クラブになって頂き感激とか感動を味わっ

て頂きたいと思います。

末山サブリーダー 間もなく6月 14日 に新規の

奨学生の歓迎パーティ中心の総会があります。多

くの関西におられる奨学生たちが集まられ、先生

方もお集まりになりますので、カウンセラーの方

もお揃いで是非ご出席下さい。それがここでの大

きな輪になってくるだろうと思います。将来のた

めにお役に立つと思われます。

種田パス トガバナー 学友のお話 しがありまし

たが、6月 14日 の会合は、地区でやるわけでなく、

学友会の方が主催でやりますので、ご出席頂いた

方は費用を払って頂きたいと思います。

米山の学友も大変立派な方が沢山出られまして、

昨年度は韓国のガバナーが米山奨学生だったり、

台湾のほうでは 2年ほど前にロータリークラブを

新 しく作ったのですが、日本語を例会で使い、週報

も日本語でというクラブが出発 しました。それの中

心になるのが、米山の学友の人です。非常に素晴ら

しく発展 しているそうです。もしも台北のほうへ行か

れましたら、メークアップしましても日本語で卓話が

ありますので、よく理解できると思います。学友とい

うのは非常に頑張っておられると思います。

奨学生の立場から見ますと、普段は学校で日本

人の学生と友達になれるが、世間の人とあまり親

しく付き合うようなチャンスがありません。家庭

を持たれた方は近 くの人といくらか交流があり、

日本のことをそういう中から知 りますが、やはり

社会人の人とはほとんどお付き合いする場がない

わけです。奨学生のOBの方から奨学生になって

一番ありがたかったのは勿論奨学金を貰うこと、

しかしお金を頂 くだけではなくて、ロータリアン

の心を頂 くというふうに感 じてましたと。これが

一番の宝ですというような述懐をしておられる方

がおられました。

一言お願いしたいのは、皆さん方は普通寄付を

いくら出しているかご存じですか。普通寄付はロー

タリアン全部が出し、この地区で一番すごいクラ

ブが茨木、門真、大阪中之島で年間 1万円の普通

寄付をされています。 この地区で7,000万 円を超

えたクラブが大阪。6,000万 円を超えているのが

大阪南、大阪東、大阪北。大阪難波が5,000万 円

を超えています。

一応 3ヵ 月に 1回寄付金明細が送 られてきます

ので、目を通されまして、自分のクラブがどのよ

うになっているか委員長として見て頂 く必要があ

るのではないかと思います。

色々と感 じたこともありますが、これぐらいで

失礼させて頂きます。ありがとうございました。
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会 長 部 門
吉川謹司討論 リーダー (東大阪東)

まず1999年 3月 12～ 13日 に行われます 4地区連

合地区大会につきましては、全員登録、地区大会

にかかります費用、並びに2∞4年の国際大会の費

用分担についてお諮 りさせて頂きました。皆様方

のご理解を賜 り、満場一致でご承認賜 りましたこ

とに厚 く御礼申し上げます。

続きまして、 1月 に行われました規定審議会に

ついて、土井規定情報委員長から主にクラブ奉仕

のプロシェクトに参加 した場合のメークアップに

ついてのご説明がありました。これはまだまだご

検討頂 く必要があろうかと思いますけれども、大

体のアウトラインをご説明させて頂き、またご理

解賜ったものと推測致 しております。ただ、メー

クアップの回数があまりにも多くなってまいりま

すと、例会そのものが弱体するのではないだろう

かということで、地区におきまして再度よく検討

致しまして、できるならば回数をある程度決めて、

地区内統一を図りたいと思います。

古田PGか ら2004年の国際大会につきまして、

20年前に東京で行われました国際大会を例に上げ

て頂きまして、色々とご説明を賜 りました。それ

から廣瀬PGか ら、交通問題の特別委員会につい

て色々お話 しがございました。いずれに致 しまし

ても交通戦争というような促まえ方の中で、我々

に何ができるかということを、今後共委員会にお

いて一層検討をして頂き、また皆様方にご発表さ

せて頂 くというお話 しがございました。

最後に、地区資金予算案につきまして、財務の

ほうから綾々ご説明をさせて頂きました。非常に

活発にご質問、また我々のほうからのご説明を通

じて、十分ご理解頂けたものと推測致しております。

以上をもちまして会長部門からのご報告とさせ

て頂きます。ありがとうございました。

幹 事 部 門
熊澤忠身弓討論 リーダー (守 口)

幹事81名 全員出席 して頂きました。 リーダーが

私、サブリーダーが津江さんでございまして、そ

の他ありがたいことに伊勢 PG、 戸田PGに ご臨

席頂きまして、非常に助かりました。

最初に「幹事の心構え」ということにつきまし

て、若干私の考えいることを申し上げました。そ

れは、クラブの中で一番偉いのは会長である。そ

して幹事はこれをサポー トすることに徹 して頂き

たいということをお願い致 しました。

幹事の心得えとしてもう一つ大切なことは、対人

関係を円満にして頂きたいと。このためには、幹

事の使 う言葉は愛護で、人の心をよく汲んだ言葉

を使って頂きたい。それから顔はスマイルでいて

下さいと。 1年間やると自ずと人間のレベルが1桁、

2桁上がるでしょうということを申し上げました。

更に、30項 目にわたるアンケー トについて津江

サブリーダーが懇切丁寧に話を進めて頂きました。

それから「職業奉仕、職業分類というものは、奉

仕の意味がどこにあるのだろうか」というご質問

があり、これは戸田PGに非常に分かりやす くお

話 しして頂きました。

最後に問題点のあるところからのお話しですが、

会員身分終結問題が裁判になったというクラブが

ありまして、この問題についてディスカッション

をやり、津江サブリーダーから大変意味のあるご

説明がございました。入会の時に、入会申込書を

幹事の手元に保管 し、十分に確認 してから入会さ

せて下さいというお願いがございました。

4地区合同の地区大会、国際大会に対する全員

登録と費用の問題が可決されましたことを報告 し

まして、幹事の皆さんにご協力して頂 くようにお

願い致 しました。

以上でございます。
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クラブ奉仕部門
近藤雅臣討論 リーダー (千 里)

クラブ奉仕部門には大変経験豊富なサブリーダー

がおられましたので、まずサブリーダーの皆さん

方にご説明を頂きまして、あとご質問頂 くという

形式を取らせて頂きました。

土井規定情報委員長に本年 1月 のRI規定審議

会における改正点につき色々ご説明を頂き、その

中で特にメークアップという問題で、メークアッ

プになるものとならないものとの解説をして頂き

ました。

菅生PGに識字率向上に関するプロジェクトヘ

の理解と実践方法ということにつき解説をして頂

きました。

ついで、新津広報・雑誌委員長から広報の重要

性ということにつき解説を頂き、特にインターネッ

トの情報網の基礎的な検討を次年度にやっつて頂

くという説明を頂きました。同時に、マスコミと

の直接的な交渉、文化講演会の開催、大阪初のロー

タリーソングを作 りましょうという提案をされま

したので、ご紹介を申し上げたいと思います。

多田会員増強委員長は、会員の変遷につきまず

ご説明頂きました。あまり無理な増強は返ってマ

イナスになるということと、最も大事なことは、

退会を防止することであり、12月 末と6月 末に大

変多くの退会者が出てくるので、これを防いで頂

きたいということを要望されております。

大川親睦委員長から、親睦ということはロータ

リーの始まり、要するに親睦から始まったのだと

いうような親睦の重要性を説かれ、特に来年 4地

区連合、或いは2004年の国際大会を控えて、色々

な親睦活動というものを展開していこうと言われ

ました。

以上で各委員長からのお話 しが終 りましたが、

そのあとでメークアップ問題、クラブの管理問題

等色々ご質問頂きましたが、非常に鞭撻の師がお

られましたので、皆さん方からお答えを頂き、大

体ご了解を頂いたようでございます。

職業奉仕部門
丹羽健ニサプリーダー (大阪西南)

松本PGか ら職業奉仕部門につきましての総括

説明を頂戴致 しました。

◎ 2つ有名な標語がございます。

“Service Above Self."

“I{e lProfits LIost Who Serves iBest."

こういった標語の生まれてきた背景についての

説明も頂戴致 しました。

1980年代後半に、RIか ら新方針というものが

出まして、少し流れが変ってきており、それ以来、

“I Serve"“ WE SeⅣ e''が職業奉仕部門でも時々

問題になります。これについての考え方は午前中

の本会議で菅生PGの お話 しの中で配られた資料

の最後のほうに解説が載っています。大変素晴ら

しい適切な解説ですので、それを是非参考にした

らよいのではないかというお話 しも頂戴致 しまし

た。

私から職業奉仕委員会についての、次年度の基

本方針、活動方針をご説明致 しました。補足と致

しまして、1915年 に出されています「道徳律」、

或いは1989年に出ました「職業宣言」等各種の職

業奉仕部門に関わる標語指針のようなものをご説

明させて頂きました。職業奉仕の新方針というの

がどういうものかという説明もさせて頂きました。

松岡ロータリーボランティア委員長より、次年

度の方針についてのご説明がございました。特に

従来この委員会はロータリーボランティアの登録

数を増やすということに大変努力をされてきたわ

けですが、次年度はそれに加えて、何か適当なロー

タリーボランティア事業を実施 してみたいという

お話 しがございました。

本年度の職業奉仕委員会でクラブ委員長さん宛

に実施をさせて頂きました「 クラブ職業奉仕活動

に関するアンケー ト」の集計結果をご報告させて

頂きました。あとは質疑応答ということで、時間

をいっぱい使って無事終了を致 しました。
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社会奉仕部門
中川章三討論 リーダー (大阪城南)

まず、私からロータリーにおける社会奉仕とは

何かという手続要覧の社会奉仕部門に関する定義

を申し上げました。ロータリアン個人個人がそれ

ぞれ、個人生活、事業生活、或いは社会生活に奉

仕の理想を適用するというのが、ロータリーにお

ける社会奉仕であるということをお話 し致 しまし

た。そして決議23-34が採用されました社会奉仕

に関する1992年の声明とそれについての説明を申

し上げました。決議23-34、 特に第 5番 目には、

ローータリークラブの社会奉仕活動の指針が出てい

まり
｀
。

矢橋委員長さんから次年度の目標のお話 しがあ

りました。次年度はやはり高齢者についての目標

を持っていきたいということです。地区としまし

ては、例年のように海遊館への高齢者の招待と薬

物乱用防止というのがあります。 6月 13日 (土 )

には薬物乱用防止の話を聞くことになっていると

の紹介がありました。社会奉仕の事例の話も聞き

ました。

環境保全問題は柳委員長さんが色々とアンケー

トの結果についてお話を下さいました。環境保全

というのは、最近特に喧 しく、新聞に焼却に関す

るダイオキシンの問題は大概出ているようですし、

それから地球の温暖化防止といった色々な問題が

山積しているようです。地区の環境保全のプロジェ

クトとしては、関電の発電所を見学致 します。そ

して、この 6月 には大阪府の主催で、「豊かな環

境づくり大阪府民の集い」というのがありまして、

それにも参加 してほしいという話がありました。

アンケー トの結果としては、次年度も各社会奉

仕、環境保全委員会では、緑化、清掃美化等が非

常に多いということですので、会員の皆さんにも

十分に心掛けてやって頂いたら結構かと思います。

国際奉仕部門
山中文和討論 リーダー (大阪南)

国際奉仕には、 3つ の委員会があります。その

一つが世界社会奉仕 (WCS)で す。81ク ラブ中

53ク ラブがクラブ独自で世界社会奉仕をやろうと

いう計画を立てて頂いております。識字教育を通

じて貧困を根絶 しようということが中心の奉仕活

動ですので、できればクラブでされているWCS
にもお 1人 当たり5,000円 ぐらいはご協力をお願

いします。もしクラブで、或いは個人でされない

場合は、地区で 1人当たり5,000円 頂戴 して、共

同で色々な世界社会奉仕の見本的なことを致 しま

すので、どうか参加をお願いします。

青少年交換委員会ですが、唯一ロータリアンの

子弟が恩恵の受けることのできる留学生制度です。

受け入れている学生の中にはロシアからの学生も

いらっしゃいますが、この学生さんは素晴らしく、

よく日本語も勉強 して立派な人です。派遣 した学

生で帰って来た人にROTEXと いう一つの同窓会

があります。結局ローターアクト、そして将来は

ロータリアンとなっていく人が非常に多く、そう

いう意味ではロータリーの一つの大きな資源であ

ります。

国際交流平和委員会ですが、これは年次大会を

お勧めしたり、友好クラブ、シスタークラブにつ

いて指導 して頂 く委員会です。その中には地区対

地区、クラブ対クラブの 2種類あるようですが、

友情交換委員会というのがあります。世界的には

相当活発に活動しているようです。趣味職業別親

睦委員会というのもあります。これはハムで両方

共が楽 しんだり、ヨットで楽 しんだり、世界的に

外国人の人々と付き合っておられます。国際交流

平和委員長へお尋ね頂ければ、詳 しくご説明頂け

ると思います。
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ロータリー財団部門
増田  鼎サブリーダー (八 尾)

小委員会が 7つ あり、それぞれが練達の委員長

で、色々報告がありました。

ロータリー財団情報では、クレジットという問

題がありまして、6月 末をもって一部のクレジッ

トが無効になることもありますので、それを活用

して頂 くことをお伝え致 しました。一部のクラブ

では着手されているところもありますが、皆さん

の大部分のクラブではご関心がないのではないか

と思いますので、もう一度クラブにお帰 りになり

まして、財団からまいりました資料をベースにク

レジットの問題をお考え願いたいと思います。

寄付を色々申し上げ、MPHFの 数が段々と増

えていますが、月信の上では米山関係で回数表示

がありますが、財団のほうはありませんので、次

年度からはMPHFの 回数表示を実施 して頂 くと

いうことをお願いし、月信のほうで実行 して頂 く

ことになっています。MPHFの 6回～ 9回の各

段階のビンも新 しいブルーのものが財団で用意さ

れていますので、是非お願いしたいと思います。

それと同時に今一番困っていますのは、ベネファ

クターの数が非常に少ないので増や して頂きたい

ということです。

GSE、 或いは学友とかそれぞれ各委員会が非

常に頑張っておりますのでロータリー財団に対す

るご認識を今後共よろしくお願い申し上げたいと

思います。

菅生PGは特に識字率向上ということを非常に

強調されていますので、そういう方面でも次年度

はロータリー財団活動におきまして力を注 ぐよう

に努力していきたいと思っています。

米山奨学部門
中野董夫討論 リーダー (大阪阪南)

米山記念奨学会からは、この地区協議会用のパ

ソフレットを配布させて頂いていますので、これ

に基づき私が米山記念奨学会のあらましにつきま

して、説明させて頂きました。これは毎年度制度

が変わるもので、説明させて頂いています。

これは委員会以外の皆様にもご認識願いたいと

思いますが、次年度から大きく変わりますことは

応募の方法です。今までは留学生が個人で応募 し

まして、大学指導教員を通 して申し込んでいまし

たが、ご存 じのように、中国が一国二制度になり

まして、今まで中国並びにロータリークラブがな

い国というのをDis Yと いう分類で数を制限 して

いましたが、この一国二制度を尊重致 しまして、

次年度からはロータリークラブのある国、ない国、

或いはかつてあった国という差別がなくなり、全

部平等でやることになりました。そうしますと、

留学生の人数の割合も変わってきますので、応募

方法を変えまして、大学推薦制度ということにな

りました。留学生の数の割 り当て方法も変わりま

した今までは応募者の数に比例する部分と寄付金

の額による部分がありましたが、応募者の数では

なく、今度は全体の枠の中の40%は、各地区の留

学生の数の全国比によって分け、あと60%は個人

寄付金の額によって割 り当てるという制度になり

ました。

これは今年度からですが、米山の地区委員は、

大変仕事が多いので、米山寄付金、米山奨学選考、

米山奨学生、米山学友と4つの小委員会を設けて、

それぞれでご活躍頂 くことになりました。その役

割とどういうことをやっているかを具体的に各委

員会からご説明頂きました。

各クラブでご理解願いたいと思いますが、40名

近 くの留学生がおり、81ク ラブあるうちの半分の

クラブにお願いしていますが、是非各クラブに積

極的に世話 クラブをお引き受け頂きたいと思いま

す。
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総   括

インカミングガバナー

吉川 謹司 (東大阪)

朝から長時間ありがとうございました。

本日登録を頂いている方々の90%近 くの方にご

出席賜わったということで、本当に心から厚 く御

礼申し上げます。また近藤ガバナーをはじめ、パ

ス トガバナーの皆様方、サブリーダーの皆様方、

そして2“0地区の各部門の委員の方々にお集まり

を頂き、東大阪東RCの皆様方のご努力により、

つつがなく終わろうとしていることに対 し、この

場をお借 り致 しまして厚 く感謝申し上げる次第で

ございます。

午前中は次年度につきましての私なりの思いと

いいますか、お願いをお話 ししてまいりました。

午後は各部門別に分かれて頂きまして、ご熱心に

ご協議賜わったことを厚 く御礼申し上げます。次

年度は今朝ほども申し上げましたように、本当に

大変な一大イベントを控えた年度になろうかと推

測致しております。至らないながらも精一杯頑張っ

てまいりたいと思います し、また皆様方のご支援

とご協力を賜わりたいと存 じます。そして、その

結果として、本年度と同様次年度も輝かしい年度

になりますように、祈るばかりであります。

我々個々のロータリアンがロータリーに対する

夢を次年度も追い続けながら、素晴らしい年度で

終わりますように皆様方の重ねてのご支援とご協

力をお願い致 しまして、総括のご挨拶とさせて頂

きます。

どうもありがとうございました。

所   感

ガバナー 近藤 雅臣 (千 里)

まず最初に吉川インカミングガバナーに対 し、

本日の次年度方針のスピーチにおきまして、大変

な感動を与えられ、それがこの協議会の成功につ

ながったということに心からの敬意と感謝を捧げ

たいと思います。ありがとうございました。

また、本協議会に関 しましては、澤村会長をは

じめ、東大阪東RCの皆さん方、そして実行委員

長の川口様は じめ各委員の方々のご努力によりま

して、本当に素晴らしい、実 りのある協議会にな

りましたことに対 して、深 く感謝を申し上げたい

と思います。

次年度のテーマは “Follow Your Rotary

Dream"と いう素晴 らしいテーマです。 日本語

訳は “ロータリーの夢を追い続けよゲ'と いうこ

とになっつています。 しかし、夢を追い続けるだ

けでは、夢に終わってしまうのではないかなとい

うふうに思っております。Fo1lowと いう意味は

単に追い続けるだけではなくて、その夢を実現 し

ていく、フォローするというところに大きな意味

があるのではないかと思っております。一人ひと

りの皆さん方がロータリーの夢、その夢を一体何

にするかというところに大きな問題が突きつけら

れているのではないかと。これから次年度にかけ

て、その夢を考えて頂いて、その夢をどんどん実

現 して頂 くような方向でご努力を頂ければ幸いで

はないかと思っております。

先程、ある部門で “I Serve"“We Serve"の

問題が出たと仰いましたが、今年度の私の考え方

を申し上げます。私はロータリーの保守派でござ

います。従って、ロータリーの原点は “I Sreve"

であると未だに信じております。この頃のRIの方

向というのは、柔らかいルーズな方向に流れてい

るように思います。 Iと Weと いうのをもう少 し

考えてみようと私は申し上げたいわけです。We
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というのは、違う人格が集まってWeであります。

先程言いましたが、モノクロの人間が集まれば、

WeではなくIになります。従って、“I Sreve"

という奉仕の発言者として、そういうことを原点

におけば、その人たちが集まったものはWeでは

なくIに統一できるのではないかと。そういう意

味では、その人たちが集まったクラブの活動 も

“I Sreve"で あり、そのクラブが集まった地区

の活動も “I Sreve''であり、そ ういう解釈をす

ればそれで徹底できるのではないかと解釈 してい

ます。

いずれにしましても、“I Sreve"と いうことを

皆さんに心がけて頂いて、まず夢見ることが大事

です。 しかし何を夢みるか、その夢をどう実現す

るかというところに次年度の大きな課題があるよ

うに思います。私どものガバナー年度は、要する

にロータリーの原点に返って、そして見直しても

う一度基礎を作 りましょうということから始めま

した。それをおそらく次年度の吉川インカミング

ガバナーは築いて頂いて、更にそれを発展させて、

素晴らしいロータリー活動をして頂けるものと、

今日の次年度の方針をお聞きして、感動致 しまし

たし、また確信を致 し、期待を致 しております。

また、その次の柏木ノミニーもそれを引き継い

で 2年、 3年かかって、ついこの間竹山会長代理

が申されましたように、「 日本を リー ドする2660

地区」という言葉、これがお世辞ではなくて、本

当に2660地区が我が国をリー ドするロータリーク

ラブの集まりであるということが実証されますよ

う、皆さん方の更なるご研讚、ご努力というもの

を私は心からお願い申し上げまして、所感とさせ

て頂きたいと思います。

ありがとうございました。
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閉 会 の 挨 拶

地区協議会副委員長

金 子 泰 車甫 (東大阪東)

終わりにホス トクラブを代表致 しまして、一言

お礼を申し上げます。本日は皆様には早朝より長

時間にわたり、次年度のご研修をご熱心に賜わっ

たことを感謝申し上げます。これをもちまして、

1998～'99年度の地区協議会全て、プログラムが

無事終了致 しました。これも偏に近藤ガバナーは

じめご来賓のパス トガバナー、部門別 リーダー、

サプリーダーの皆様のよきご指導と、本日ご出席

の皆様のご支援、ご協力の賜物と存 じております。

どうもありがとうございました。

また、本日の準備、運営につきましては、ホス

トクラブ全員一生懸命取 り組んでまいりましたが、

何分にも不慣れで、不行き届きの点もあったかと

存 ビます。どうかロータリーの友情と寛容の心で

お許し頂きたいと存 じます。

最後に各クラブの次年度の役員の皆さん、どう

か今日の地区協議会でお勉強されたことをクラブ

にお持ち帰 り願いまして、次年度のクラブのオピ

ニオンリーダーとして、クラブを盛 り立てて頂き、

立派に貢献 し、実のあるところを期待しています。

甚だ簡単でございますが、閉会のご挨拶とさせ

て頂きます。本日はどうもありがとうございまし

た。
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この記録は協議会場で録音 したテープ

から作成いた しました。

文中 敬称を省略させて頂 き、また編

集や紙面等の都合上、要旨のみに留めた

り、省略 した部分、また文体の一致 しな

い部分がありますが、宜 しくご寛恕の程

お願い申し上げます。

なお、このテープはホス トクラブに保

管 してありますので、必要な場合は申 し

出て ください。

地区協議会記録委員会
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地 区 協 議 会 参 加 者 ( )R.C.

ガバナー

インカ ミングガバナー

ガバナーノミニー

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

パス ト ガバナー

パス ト ガバナー

パス ト ガバナー

クラブ奉仕部門 リーダー

会長部門 リーダー

職業奉仕部門 リーダー

ロータリー財団部門 リーダー

国際奉仕部門 リーダー

米山奨学部門 リーダー

幹事部門 リーダー

社会奉仕部門 リーダー

藤

川

木

瀬

田

田
村

東

本

田

尾

瀬

生

中

森

野

澤

川

近

吉

柏

伊

種
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中
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夫
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二
郎
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二
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鼎
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治

九

郎

宏

哲

好

一
　

一
　

　

　

　

　

　

　

之

　

　

　

　

郎

治

忠

洋

孝

昭

敬

正
進

健

晃

弘

雄

　

一
敏

　

経

成

茂

仁

弘

健

三
啓

　

　

章

川

崎

江

田
津

丼

川

羽

岡

橋

　

本

　

井

田
行

部

岡

　

田
本

好

田
井

川

澤

吉

須

津

多

新

土

大

丹

松

矢

柳

坂

中

笹

増

執

阿

松

簡

飯

岡

三

平

酒

北

中

宏

良 諄

敬 三

敬之助

勘一郎

(千  里)

(東大阪東)

(豊  中)

(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)

(守   口)

(大阪城南)

臣

司

尚

吉

次

孝

一

雅

謹

　

芳

憲

　

俊

三

和

祥

夫

弟

三

浩

文

慈

董

忠

章

会長部門 サブリーダー

会長部門 サブリーダー

幹事部門 サブリーダー

クラブ奉仕部門 サブリーダー

クラブ奉仕部門 サブリーダー

クラブ奉仕部門 サブリーダー

クラブ奉仕部門 サブリーダー

職業奉仕部門 サブリーダー

職業奉仕部門 サブリーダー

社会奉仕部門 サブリーダー

社会奉仕部門 サブリーダー

国際奉仕部門 サブリーダー

国際奉仕部門 サプリーダー

国際奉仕部門 サブリーダー

ロータリー財団部門 サブリーダー

ロータリー財団部門 サブリーダー

ロータリー財団部門 サブリーダー

ロータリー財団部門 サブリーダー

ロータリー財団部門 サブリーダー

ロータリー財団部門 サブリーダー

ロータリー財団部門 サブリーダー

米山奨学部門 サブリーダー

米山奨学部門 サブリーダー

米山奨学部門 サブリーダー

米山奨学部門 サブリーダー

米山奨学部門 サブリーダー

(東大阪東)

(東大阪東)

(大 阪 南)

(大阪東南)

(大 阪 西)

(大 阪 北)

(大  東)

(大阪西南)

(大阪 うつぼ)

(千  里)

(八尾中央)

(大阪東淀)

(枚方 くずは)

C撼坂イブニング)

(八  尾)

(枚  方)

(大阪鶴見)

(大阪鶴見)

(茨  木)

(大阪住吉)

(大阪東南)

(大阪天満橋 )

(大阪西南)

(大 阪 南)

(大阪天満橋 )

(大阪住吉)
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地 区 協 議 会 参 加 者 ( )R.C.

次期地区財務委員会

委員長  須 時

委 員  田 村

勝 山

洋 一 (東大阪東 )

興 作 (千  里)

巌 (東大阪東)

小 玉 信 義 (豊  中)

(東大阪東)

(東大阪東 )

(東大阪東)

(東大阪東)

(東大阪東)

次 期 地 区 幹 事

川 忠 章 (東大阪東) 勝

雄

士

雄

肇

正

義

逸

敏

村
【
戸

立里

田
　
田

澤

城

犬

喜

石

三

弘

昌

侑

信

淳

　

家

顕

正

口

谷

上

　

畑

川

水

井

島

溝

子

田

常楽寺

吉

表

金

寺

康 之

泰 輔

秀 興

喜 雄

禎一郎

(東大阪東 )

(東大阪東)

(東大阪東)

(東大阪東)

(豊  中)

(東大阪東)

(東大阪東)

(東大阪東)

(東大阪東)

(東大阪東)

青 木

次期ロータリーの友委員

加 納 員 治 (東大阪東)
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ヨ
ロ
＝

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

I

N

O

K

M

I)

II

大    東

大 東 中 央

東  大  阪

東 大 阪 東

東 大 阪 中 央

東 大 阪 西

枚    方

枚方― くずは

茨    木

茨  木  東

茨  木  西

池    田

池 田 くれ は

門    真

交    野

箕    面

箕 面 中 央

守    口

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 阪 阪 南

大  阪  東

大 阪 東 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 柏 原

大  阪  北

大 阪 北 梅 田

大 阪 北 淀

大 阪 御 堂 筋

大  阪  南

大 阪 み な と

鷺森  董

和気 英夫

河野  栄

表  康之

○原口 隆夫

高島 政康

寺嶋 三郎

井口 清剛

坂井 正純

上原 秀和

野地 龍夫

橋本 公宏

長嶋 貞孝

秋山 哲夫

石田 俊夫

山下 霊瑞

上野 弘之

. 多田 正司

1 木村 陸朗

1 上野 章一

1 上山 英介

村上公二郎

別所 克美

横山 守雄

昔川 博通

中谷 龍石

吉岡 清輝

櫨山  繁

松島 速美

寺西 邦男

儀間 義威

内海 浩之

野中 一彦

伊坂 泰治

吉村 源逸

橋本 崇志

鈴木 忠夫

吉田 正則

岡綺 桂司

○平岡 英信

森  栄一

中道 弘美 |

松井 時哉

南  勝喜

溝畑 正信

切石 1専之

氏野 隆司

森本 匡胤

南   武

長澤 利治

貝本 年正

西尾 忠夫

遠山 隆重

正岡  哲

豊田  峻

小川 幹雄

庄司修三郎

原   頃

岡村 晃明

合田真佐彦

柳澤  直

吉川 秀隆

立石 泰教

高橋 定郎

○西口 宗宏

藤田 勝康

前山 克己

片山  勉

八木 春作

地久里昌廣

野村 和興

奥  公男

和田 員実

萱澤 進作

殿浦 嘉郎

壇野 隆一

九山 雅祥

岸本健之亮

副島 良廣

高原 政巳

森田 浩明

冨  道雄

吉田 昭己

橋本 康夫

地引  啓

水谷  弘

○岡田早苗三

角井 勝美

津田 公男

田中太一朗

清野 耕作 |

若林 三雄 |

岩井 久史

海遅 忠治

森  茂寛

堀内 司朗

中野 修行

福井 重一

植田 豊賞

池永 道彦

前田 澄雄

小林 道明

文箭 安雄

武田 秀孝

西田  央

川崎  壽

播磨 章一

奥  剛典

秋吉  節

大津 久直

佐野 元英

田  晴重

○田中 駿吉

生駒 純一

井谷  齊

木村 昌民

山西 建夫

小谷 泰造

稲葉  正

篠塚 隆弘

久我 四郎

橋本 憲之

藤井 武治

田中 祥介

上野 千秋

河野 照秋

村上 雅治

木村 正一

酒井 三雄

小野 忠幸

前田 昌弘

西條 泰隆

○塩谷嘉太郎

大槻  豊

福本 賀郎

田中喜佐雄

今村 洋二

平田 至宏

中井満州男

国富 信彦

倉田  昭

神戸 昭典

坂元 照明

奥井  功

高尾 哲人

西埜 伊宜

西東 茂之

下村 一穂

大野 定俊

三上 教道

玉井三貴男

米国 忠由

橋爪 博義

坪内 敏剛

西本 晴男

中本 和洋

住吉 正敏

杉原 久史

緒方  満

加藤 慶二

高杉 昭規

白井 由郎

米田昭二郎

石田 圭一

高岡 政一

小八木規之

高田 知彦

岩本

竹中

赤松

辻野

中西

小野

足立

中江

岡田

鎌田

小島

大田

○高橋

静江

照次

慶亮

光春

英二

俊文

恒雄

達雄

隆夫

秀雄

治

均

英雄

莞爾

貢二

正勝

茂夫

二郎

勉

修

雄一

克明

昭男

道太

洋

貞男

常俊

弘昭

義邦

登

教規

恭一

潔

尚典

浅田

谷川

野村

坂本

高木

松本

四方

櫛田

山田

高橋

福光

吉田

伊藤

飯田

須戸

天方

竹澤

井上

」ヒ

若松

隅谷

高原

森本

片山

上野

進

大

博彦

博明

江原 誠三

澤田 孝治

森本  一

岡田 耕治

大畑  斉

○龍田 宇内

宮田 久嘉

岩本 昌治

○掛谷 建郎

山本 武夫

坪内  隆

藤川 隆治

大嶋 利一

〇鈴木 緑郎

大門 康剛

田村 徳郎

福田  武

田中 修二

白井祥一郎

渡辺 亨次

山田 晴三

竹川 修司

葛尾都志樹

飯田 精三

〇水山  章

越智 宏暢

河内多喜和

横田喜久雄

杉本 浩一

浅岡  昭

神谷 明史

長友 滋尊

渡邊 邦雄

北濱 貞雄

米田 久子

真野清以志

門脇 義房

辻本 嘉助

狩野 吉弘

中島俊一朗

垣内 康弘

榎本 光博

池田 哲朗

坂井 孝彦

寺田 秀興

日笠 昭男

田中 恵二

井上 千次

中西 庸夫

大木 令司

樋田 之宏

須川 就三

真鍋  司

那須 史朗

衛藤 誠徳

安養寺敏彦

村田 勝彦

小倉  勲

阪口  明

山下  勇

○柳沢 宏之

田中 太郎

小室  樹

寺島 通弘

林 紀三夫

北  研次

植嶋 稔郎

大原 健司

細江  重

川上 善司

山本 兼右

○波多野幸造

宮阪  登

西澤 正男

吉田  證

原  博之

阪本 勝義

中川 良夫

森田 雅美

丸本 恭正

奥村 安正

井上 隆晴

加藤 敏明

○倉根 秀行

小崎 正雄

井上 家昌

八木 利幸

西田 達生

磯田 隆平

北川 順清

鈴木 頼正

越澤 弘昭

馬場 孝志

山本  格

城阪 勝喜

○吉村 光弘

○谷口 良信

吉龍 資雄

田遠 正昭

中道  均

生野 邦彦

大原  孝

木村 直樹

青木 憲治

水野 昭典

谷野 利夫

西野 公庸

細田  寿

下村 国夫

1 北尻金二郎

大倉 國一

鈴木 儀雄

三埜  好

辻中 明一

横溝 美良

城戸 宏敏

榊原 春江

森  輝彦

神田章太郎

中村 一雄

坂田 哲男

大楠 善彦

清水 英文
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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

O

T

Y

大 阪 中 之 島

大 阪 難 波

大 阪 な に わ

大 阪 南 西

大  阪  西

大 阪 大 手 前

大 阪 大 淀

大 阪 咲 州

大 阪 西 北

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 吉

大 阪 天 満 橋

大 阪 天 王 寺

大 阪 東 南

大 阪 鶴 見

大 阪 梅 田

大 阪 梅 田 東

大 阪 うつ ぼ

大 阪 淀 川

千    里

摂    津

四  條  畷

吹    田

吹 田 江 坂

吹  田  西

高    槻

高  槻  東

高  槻  西

豊    中

豊  中  南

豊中大阪国際空港

豊 中 千 里

八    尾

八 尾 中 央

八  尾  東 ,

小竹 靖二

小林 幹弘

庄野  毅

佐野 静夫

神崎  茂

井澤 正光

大田  寛

西田 照雄

○桂  直久

井上 良昭

新田 昌男

上野 好清

桑原  潔

永井 捷子

辻本 泰直

三木 敏男

小倉  裕

吉田  進

朝田 俊孝

村瀬 景三

松田  晉

宇津江信夫

木下 明之

杉本 二郎

新原 健市

和泉 慎次

田村 成明

和田 弘毅

長島  寛

山本 隆一

小阪 元章

根岸 宏邦

下園 義明

田中 正一

大田比登史

道満  隆

時実 昌泰

木村 義一

泉  寛治

松本 智幸

権野 政雄

大地 庸元

佐伯 崇邦

乾  繁夫

中西 洋介

金子賢一郎

岩本 潤三

荒石義一郎

藤岡 靖夫

四官 孝郎

斉藤 憲司

平岩 武雄

中家 義明

菅原 真一

吉田 賢二

泉  博朗

山田 清隆

○鈴木 茂善

寺野 弘徳

水間 頼孝

柚  俊二

伊藤 栄一

奥澤 邦彦

岡田 義昭

岩知道寿夫

田中 美春

三原 初男

大山 武司

八橋 志夫

河邊 哲郎

岩井 祐造

疋田 和希

森本  茂

澤木 政光

宮内 敏光

町田 秀宇

熊澤 一郎

中西 啓詞

福家  宏

筒井 重之

高島 凱夫

入江  実

澤  貞雄

芝谷  昭

横尾 泰治

湊  雅俊

河野  烹

山本  誠

田中 潤治

村石  全

河野 利一

原田  繁

田中 正一

鶴田 正信

阿知波 毅

服部  裕

田村賢二郎

新見  葵

多田 龍弘

○清水 正憲

李  安邦

山本平八郎

的場 勝爾

佐藤 輝男

三浦 喜温

前田 暁信

木村慎一郎

羽間 勝昌

渡追  員

家村 武志

永井 利彰

下岡 ―廣

谷知 義昭

南坂 和一

坂本 英一

田中 竹二

磯野  清

橋本 雄司

小倉 郁夫

萱村 信造

望月 公治

久保  勇

浜本志磨雄

南  定明

田中 孝男

井戸本晃武

丸山 良一

高松 伸伍

池谷 典彦

古里 龍一

白井 淳二

廣島 ――光

島   豊

井上 千明

田中 成和

山中 一郎

○高田  肇

山田 英幸

木村 良一

小山 義之

飯塚  卓

横井 省吾

橋本 逸郎

大薮 芳教

伊藤  誠

川西 靖裕

山内 紀之

光吉  聖

北山 陽一

尾家  亮

藤原 稔明

高谷 敏雄

高橋  徳

枇榔 五郎

高尾 正敏

笹部 義平

小西池淳一

坂本 憲治

片岡 哲玄

森下 慶治

1 東田 員治

1 北橋  保

|○絵川 長昭

1 中松 修三

1 山田 ネじ二

1 田中 聰吉

1 西尾誠一郎

1 大石田雄二

|○柳野 隆生

1 小田 真弘

1 渡辺 忠之

安田 忠壽

古森  浩

岩本 洋子

安藤  弘

松田 孝治

山崎 光弘

吉田 章男

杉浦 勝昭

中嶋 英貴

田村 治典

手塚 政一

浅野 博史

福井 宏有

野中 高明

神田 保廣

越智 清秀

木村雄次郎

大井  清

阪本 勝彦

善積  章

高木 荘輔

○久保 俊行

勝本  保

古澤 照男

中村 忠矩

稲田  紘

池尻  誠

阪口  毅

奥田 長二

岡本  章

大友裕謹宏

上原吉太郎

中村 正二

〇大橋久賀雄

草野 恒治

吉田 悦治

島崎 公一

三村 恵造

大石  強

清水  明

工  良吉

中島 秀樹

山田美美江

乗光 孝明

川村 泰雄

西田 隆司

川端 一介

津村 秀二

賀屋 雅雄

大西 俊造

井上 泰孝

岡崎 善久

野村 哲三

宮原 秀夫

音岡二三男

中川 法政

中井  健

西上 博幸

村井 正雄

大関 道麿

田中 春次

山本 香憲

○森本 博明

森田 治男

大久保博泰

前川 好弘

今川 憲治

野中 志郎

原田 隆光

谷口 量―

布谷 勇之

北澤 高志

中丸 義昭

橋本 誠一

土田 芳補

中村 暢秀

〇小脇 敏春

橋本 晃芳

藤井 福進

井上  明

森本弘一郎

大岡 弘治

中  明夫

高須加 昭

木曽英次郎

重里 國麿

吉岡 宏之

大塚 忠重

岩倉 克治

賓田 重幸

松原 倉敏

田中  浩

大森  清

田村 興作

茶橋 和夫

畑  正廣

柳川 義行

田中 茂晴

橋本  治

細谷 光彦

北田他実夫

古澤 照清

西山 敏之

西川 治男

濱田 英機

丸山 剛郎

加藤  隆

沼井 義一

池本 繁喜

山本  肇

藤井  潔

河野 博巳

.々
原喜久夫

坂本  倍

曽我部律夫

山本  誼

本多 至成

岡本 行善

○長谷川純二

渡辺 幹男

津乗 宏通

○中山 卓三

嶋村美津子

沖蔦阿喜良

古田 乙彦

吉澤 秀夫

家田 成夫

竹渕登良雄

山田 秀雄

坂内 三郎

杉野 浩次

○豆村 賢治

西田 良平

戸川 繁樹

三好 ―則

築山 一男

大坪 秀男

○宮前 賢一

榎谷 忠治

津田 孝美

浜田 実男

千村 武宏

上田 利男

昔崎 弘明

中尾 正三

伊藤 一弥

後藤 孝吉

吉村 清明

後藤 忠彦
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東大阪東ロータリークラブ (ホス トクラブ)

地 区協 議 会 実 行 委 員 会

治

子

子

勝

沙

員

佳

万

正

納

島

　

　

村

加
　
山石
　
門
　
澤

委

副

幹

副

貝

委  員

幹

り|1 口

金 子

表

水 谷

浮 二

泰 輔

康 之

弘

長

長

」旨
ヨけ

¬け
ヨ

S.A.A.

ソング リーダー

ピ ア ノ 伴 奏

ホス トクラブ会長

禾 昌 △
女 只 ム 委 員 長 副委員長 委 口貝

総   務

プログラム
井上 家昌 喜田 敏雄

西尾

寺田

芳田

健二、田中

秀興、溝畑

至弘、自谷

邦夫、城戸

正信、天野

和幸、祝前

義雄、北井

正亮、樋口

俊宏

不
~、

久夫、

会   場 水谷  弘 山田 隆教

市口

梶原

朝田

福井

武志、島

孝彦、小林

全紀、金子

秋雄

顕侑、山本 峰雄、赤松 慶亮

一成、水守 俊明、北川 忠嗣

真二、山下謙二郎、森井 繁雄

登   録 堀井  侑 常楽寺喜雄

貴島

木村

広田

正彦、奥林 繁一、池田

繁雄、辻   正、北埜

甫、滞畑喜代美

一雄、永谷

登、奈須

嘉次、

光興、

:接   待 小枝  繁 出口 和義

山西嘉一郎、春田

大童 逸士、北村

鈴木 康裕、荒木

武光、井村

充彦、池田

裕

桂三、西尾徳二郎、

博信、伊藤英太郎、

記   録 岡田 耕治 斉藤 勝俊
カロ納

中西

員治、石田

正美、前田

肇、森

昇治、橋本

幸雄、寺西 太一、

昭也

救   護 坂本  弘 金澤敬之介 浅井 茂三、村上 雅治

会   計 勝山  巌 中西  昇 須崎 洋一

部門別協議会担 当委員

部 門 別 会   場 S.A.A. 記  録 補 佐 役
△
7=

自
Tて クラウンノレーム 28F 金子 泰輔 前田 昇治 橋本 昭也

幹
¬旨
月日 桂   2F 澤村 正勝 斉藤 勝俊 水守 俊明

ク ラ ブ 奉 仕 桐   2F 水谷  弘 加納 員治 小林 一成

職 業 奉 仕 牡 丹  2F 城戸 義雄 森  幸雄 北川 忠嗣

社 会 奉 仕 山楽 1  2F 喜田 敏雄 石田  肇 木村 繁雄

国 際 奉 仕 菊   2F 常楽寺喜雄 岡田 耕治 鈴木 康裕

ロータリー財団 ダイヤモンドルーム 2F 寺田 秀興 寺西 太一 山本 峰雄

米 山 奨 学 山楽 2  2F 北村 充彦 中西 正美 天野 正亮
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1997～ 1998年度

地 区 協 議 会 収 支 報 告 書

ホスト

委員長

会 計

東大阪東ロータリークラブ

川 口 淳 三

勝 山   巖

(剰余金は地区資金に組み入れました)

ロ
ロ
ロ
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ロ
ロ
●１
１
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ロ
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ロ
ロ
ー
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ー
ー
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ー
ロ
ロ
ー
■
■
■
ｌ
Ｅ
Ｅ
ｌ
ｌ
ｌ
日
１

項
日

Ｈ 金 額 備
ヨ́́
ラ

収

入
　
の
　
部

登   録   料 13,770,000 ¥170,000× 81 R C

地 区 補 助 費 300,000

米 山 記 念 奨 学 会 867,521

銀  行  利  息 3,012

ハ
ロ

=エ属 l
14,940,533

支

　

　

出

　

　

の
　

　

部

会   場   費 4,059,825

昼 食 飲 物 費 4,182,445

設   営   費 1,178,520

準 備 会 議 費 290,479

印   刷   費 151,935

記   録   費 310,000

記   録   誌 Ｏ
υ

０
５

（
ё

民
υ

ｎ
Ｘ
）

′
０

郵   送   料 140,000

雑 費 118,606

剰   余   金 3,669,038

ノゝ
ロ =_■日 |

14,940,533
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