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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間
第 3038 回
◎国

（

本日（8/3）の例会

）の例会

歌･･･君が代

◎ソング･･･奉仕の理想
◎誕生、結婚、入会記念御祝
◎創業記念御祝
◎委員会例会

◎例会後の行事

第 3039 回

話･･･松尾

◎誕生記念
本多
了君
山口
誠君
松尾
浩君
池内 隆博君

8 月度定例理事会

次週（8/10）の例会

浩君

※ 次々週 8/17（水）はお盆休会

◎出席報告

51

名

丸山
川畑
白石

俊郎君
孝彦君
純一君

◎入会記念
岩井 祐造君
橋本 憲治君
小阪 大輔君
長井 正樹君
羽根田茂子君
井前 憲司君
8 月度

会員数

記念月御祝

◎結婚記念
該当者なし

◎ソング･･･四つのテスト
◎卓

８月度

出席者数

出席率

42 名

91.30％

前々回例会補正後出席率
97.87 ％
但し、 Mup
3名
欠席者 1 名
出席規定摘用免除有資格者 3 名

人類に奉仕するロータリー

27 周年
10 周年
10 周年
10 周年
9 周年
6 周年
創業記念月御祝

生駒 俊雄君
㈱高槻宝商会
Ｓ.40.8.15
河合 一人君
太陽エンジニヤ㈱ Ｓ.47.8
入谷 治夫君
(有)文久栄
Ｓ.49.8.28

51 周年
44 周年
42 周年

先週（7/27）の例会から
◎ゲスト・ビジター
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ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

計

HUMANITY

0 名

新入会員のご紹介
氏
名
生年月日
勤 務 先

自宅住所
職業分類
推 薦 者
趣
味
好きな言葉
又は生活信条

白石 純一
1945 年 8 月 4 日
㈱フジワーク

〒596-1042
高槻市南平台 5-44-12
人材サービス業
岩井祐造、内本 繁
ゴルフ
誠心誠意

◎会長の時間
「毎週１０善」
今月は、新年度運営方針など重い話をしておりまし
たので、今日は、肩の凝らない話をいたします。
この「抜萃のつづり」から引用しました。中国の道
徳本の話ですが、主人公の父親が子供に残した書を
基にしており、実話であるとのことです。
明の時代に、袁了凡という人が「科挙」と呼ばれ
る難関の官吏登用試験に挑んでいたのですが、なか
なか合格できません。あきらめかけていた時に仙人
のような老人に呼び止められ、
「諦めずに努力すれ
ば、思いを遂げる事ができ、大出世するだろう。し
かし、子供に恵まれることなく５３歳で死ぬ。それ
が天命と出ておる。」と言って去っていきます。
思案の末、短い人生に賭けることにしました。見事、
科挙に合格し老人の言ったようにトントン拍子に出
世します。
ある時、禅僧に会い、これまでの数奇な人生につ
いて語り、人生を全うできないものかと相談しまし
た。禅僧は、積善陰徳の修業を積めば、やがて天命
も変えることが出来るだろうと諭しました。積善陰
徳とは善行をしても自慢したりせず、誰も見ていな
い所でも善を積むということです。勿論この人は、
教えに従い善を積み、やがて子宝に恵まれ、さらに
は７９歳まで天寿を全うしたそうです。
ここで興味あるのは、どれほどの全を積んだのか
が書いてある事です。３０００善で、子宝に恵まれ
たとの事です。また善にも段階があって人の命を助
けるような大きな善は１００善、人のために寄付や
寄進することは１０善となるらしいのです。
何か説教めいてきましたが、道徳本ですのでこう
なるのでしょう。
そこで、ロータリーに繋がってくるのですが、カ
ンのいい方はもうお解りでしょう。そうです、ニコ
ニコ箱です。毎週１０善。よろしくお願いいたしま
す。
◎幹事報告
・8 月のロータリーレートは、１＄＝102 円です。
・新大阪 RC より例会休会変更のお知らせが届いてお
ります。
・高槻西 RC、茨木西 RC より概況報告書が届いてお
り

ります。後方のテーブルに置いておりますので、ご
覧ください。
・千里メイプル RC より２月に開催された IM の報告書
が届いておりますので、皆様のお席にお配りしてお
ります。
・地区より 7 月 23 日に開催された「第 1 回地区献血」
の御礼文書と活動結果報告が届いております。
・事務局のお盆休暇
8 月 12 日（金）～16 日（火）
※ 8 月 17 日（水）より通常勤務となります。
◎委員会報告
○社会奉仕委員会
石田 佳弘
先だって皆様にご協力いただきました高槻まつりの
協賛金は、￥49,000-集まりました。7 月 21 日に振込
が終わりましたこと、ご報告いたします。ご協力あ
りがとうございました。
〇クラブ運営委員会
小阪 大輔
夏の家族親睦会ＢＢＱを開催します。皆様のご参加
をよろしくお願いいたします。
日
程：2016 年 8 月 27 日（土）
開始時間：午後 3 時から（予定）
場
所：摂津峡“三好の里”BBQ ガーデン
（旧かじか荘奥）
かじか荘の駐車場より徒歩 3 分程度
〇旅行同好会
西本恵美子
9 月 3 日～5 日の九州復興支援旅行に 11 名のお申込
みをいただきありがとうございます。お手配等、進
めておりますので、詳細は追ってご連絡いたします。
◎卓話

清水 利男君
「アンケート結果について」

５０名中１９名しか回答がないのは非常に寂しい。せ
めて２/３の回答は欲しかった。
※そしてアンケートの結果（別添参照）を紹介
これと思われる点について説明をされ、誤解があっ
た箇所の訂正をされました。
新しい方はわからないところは質問をして頂き、ベテ
ランの方も気を付けるところは気を付けて下さい。
皆さんの気持ちがわかって良かったと思う。それぞれ
の立場ではみな正しい意見でありますが、ロータリー
の解釈では少し違うように思うところもありました。
◎ニコニコ箱報告
・白石さん、入会おめでとうございます。ロータリー
を一緒に楽しみましょう。
朝倉君
・白石さん、入会を心から歓迎いたします。今後とも
よろしくお願いします。
藤井君
・白石さん入会おめでとうございます。今後共宜しく
御願いします。
浜田君
・白石さん、ご入会誠におめでとうございます。今後
とも宜しくお願い申し上げます。
橋本君
・白石さん、ようこそＲＣに。
井前君
・白石さん、入会おめでとうございます。
入谷君
・白石会員、入会おめでとう。
岩井君
・白石さん、ご入会おめでとうございます。心より歓
迎致します。
河合君
・白石さん、入会おめでとうございます。
卓話を終えて。
清水君
・歴史と伝統のある高槻ロータリークラブに入会させ
ていただきまして、ありがとうございます。白石君

・白石様、ご入会おめでとうございます。これからも
よろしくお願いいたします。
内本君
本日の合計
7/1 よりの累計

￥
￥

58,000303,000-

◎R 財団への寄付
河合 一人君￥5,000倉本 進君 ￥5,000長山 正剛君￥5,000-（白石さん入会おめでとうございます）
内本
繁君￥5,000本日の合計
￥
20,0007/1 よりの累計
￥ 125,000一人当たり平均 ＄25.01
◎米山記念奨学会への寄付
倉本

進君 ￥5,000

7/1 よりの累計

￥137,500-

会員より
クラブより

￥ 15,000￥122,500-

一人当たり平均

￥2,806-

◎例会後の行事
第 1 回 情報集会
18：00～18：30
場
所：錦松鶴
参加会員数：33 名
清水研修委員長 開会挨拶
講
師：伊藤 智秋
「女性から見たロータリークラブ」
新入会員歓迎会
18：40～20：30
小阪クラブ運営委員長司会
藤井会長
乾杯の挨拶
新入会員 一言
深野裕一会員・上村富美男会員
西澤直紀会員・白石純一会員
片山会員
歓迎の挨拶
川面会員
歓迎の挨拶

随時各会員の歓迎の言葉
橋本会員
大阪締め
※総会員数 51 名・参加者 33 名という盛況でした。
～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
第１回情報集会
「女性から見たロータリークラブ」
伊藤 智秋
クラブ研修委員会の清水委員長より「女性の目で
見たロータリー」というテーマを頂きました。
女目線と言われても、何が女目線かわかりません
し、考えてみると「ロータリークラブに男も女もな
い」と思います。
1996 年 6 月に「女性会員から見たロータリー」
というパネルディスカッションの議事録がござい
ました。内容は女性でもロータリークラブに入会す
る権利があるということ、そして女性が入会するに
至った経緯を述べられております。
ところで、ロータリークラブで一番有名な人は誰
だかご存知ですか？ジョン・Ｆ・ケネディー ダグ
ラス・マッカーサー ウィンストン・チャーチル

マーガレット・サッチャー トーマス・エジソン 松下
幸之助
伊藤 忠兵衛 小林 一三 ？ ケンタッキ
ーフライドチキンのカーネル・サンダースです。カーネ
ル・サンダース像の胸のバッジはロータリーの徽章で
す。ちなみに２つのバッジの下はフリーメイソンのもの
だそうです。
ロータリークラブに女性が参加することとなったこ
とは大変重要で大切なことだと思いますが、こんな都市
伝説を聞かれたことはございませんか？
ロータリークラブはフリーメイソンの下部組織でフリ
ーメイソンの会員だったポール・ハリスがフリーメイソ
ンの入会条件を緩和して作った組織がロータリークラ
ブである。
（この都市伝説で使われているフリーメイソ
ンの入会条件といわれるもの）
・信仰心のない人はダメ
・身体障害者はダメ
・女はダメ
だから、ロータリークラブは女性会員の門戸が狭いとい
う理屈ですね。私はこの説が好きです。「女はうるさい
からダメ」とか「女がいると男同士の楽しい話が出来な
い」などと男性のロータリアンが思われているとは考え
られないからです。ロータリークラブが創立された時
代、その時正しくて普通と思われていたことが時の流れ
とともに女性会員が増え現在に至った自然な変化であ
ると考えます。神秘的な響きのフリーメイソンが出てく
る方がミステリアスで面白いですね。
☆フリーメイソンは我々と同じような奉仕団体だそう

です。
何故この展開になったかと申しますと、今から私は、
私視線のロータリークラブをお話ししたいと思うから
です。
ロータリークラブは有名な「中世暗黒時代の秘密結社
（フリーメイソン）」…事実は知りませんが、俗に世間
で言われるところの…になぞられるほど世界的に巨大
な組織です。そしてそれは「高槻ロータリークラブ」の
中に留まっているだけでは実感出来ないくらい大きく
て、結果、本日のアンケート結果にそのギャップが表れ
て来ているよう思います。
昨日、今病気療養中の山口先生からメールを頂きまし
た。先生の経過はよろしいようで、近日中にも復帰なさ
るようです。山口先生は前年度のクラブ研修委員会の委
員長で、アンケートの結果を是非皆様に深く深く議論し
て頂き、活性化に役立てて欲しいと思われております。
始めは別のお話をさせて頂くつもりでしたが例会に引
き続き、高槻ロータリークラブ活性化にポイントを置き
たいと思います。
私は今年の 10 月で丁度 10 年目となります。
まず、ロータリークラブは圧倒的に男性が多いです。
（女
目線の感想はこれに尽きます）感想は例会時に清水委員
長がアンケート結果を出されましたが、大きくは変わり
ません。ロータリークラブに入らなければお会いするこ
ともなかった方々とお話しする機会が得られました。ロ
ータリークラブに入らなければ行かなかった場所に行
き、素通りしていたお店でお食事を楽しみ、一生やらな
かったであろうことをします。それは奉仕であったり、
職場見学であったりします。水曜日、時間に都合をつけ
る。委員会に心を配る。クラブの運営に参加する。もし、
義理や厄介で始まることであってもそれは愛着に変わ
ります。愛情の裏返しは憎しみではなく、無関心である
ということをご存知だと思います。無関心になると退会

につながり、愛着も過ぎればロー太郎と呼ばれるのです。
私は今期女ロータリアンであり、クラブ組織委員長であ
り、副会長であり、地区の国際委員でもあります。女ロ
ータリアンの私は … この研修で女目線の話は面白く
ないだろうなぁと思います。組織委員長の私は … こ
の機会も会員増強の意識を持っていただく方向にしたい
と思います。副会長の私は … 高槻ロータリークラブ
が楽しく活動できればいいと思い、個々人の都合もある
だろうから退会すらやむなし。しかしながら仲間が増え
るのが嬉しいので他のクラブからでもウチに入会して頂
きたいくらいだと思います。そして地区国際委員会の私
は … ロータリアンであるならば他から与えられるま
でもなく、自ら積極的にロータリー活動に貢献して頂き
たいと考えます。
本日は情報集会ですのでマイロータリー 各種レポー
トより情報を持って参りました。
ロータリーの超我の奉仕とか、奉仕の心という問題を教
えて下さる先生は沢山おられます。別の機会にたっぷり
と勉強されて頂きたいと思います。
本年度 RI 会長は ジョン・ジャーム氏（米国テネシ
ー州） テーマは 人類に奉仕するロータリー
ロータリークラブは、世界 35,412 クラブ
約 120 万人
うち女性会員は 25 万人で約 20％
世界全体は 34 のゾーンに分かれ、1 ゾーンには 15 前後の
地区が所属し、全体では 540 の地区があります。日本は 3
つのゾーンに分かれ 34 の地区に分かれています。
高槻ロータリークラブは第 2660 地区に所属します。さら
に 2660 地区 81 クラブを 6～12 クラブづつ 8 つに組み分
けし、
（この組み分けを IM と称しております。）高槻ロー
タリークラブは IM2 組になります。
IM（intercity meeting）区分単位でガバナー補佐が主
催、つまり IM 毎にガバナー補佐がおられる場合が多いよ
うです。そして IM2 組では現在輪番制でガバナー補佐を
選出します。ガバナー補佐を選出する前の年、ガバナー
補佐を選出したクラブが主体になって毎年、５月か６月
ごろに IM と呼ばれる研修会、勉強会、交流会を開催しま
す。来年度は高槻ロータリークラブが IM を主催します。
が、前年度の規定審議会で、IM の再編成が決定され、ガ
バナー補佐は地区のガバナー指名委員会が選出すること
になりましたので、ガバナー補佐は当クラブよりガバナ
ー補佐指名委員会に推薦することとなりました。
ここでのポイントは高槻ロータリークラブが第 3 ゾー
ン第 2660 地区 ＩＭ2 組というところです。少なくとも
ＩＭ2 組だけは覚えておいてください。
先程世界中で 35,412 クラブ 約 120 万人と申し上げま
した。日本全体（ミクロネシア、マリアナ、パラオを含
む）では 2,264 クラブ 87,932 名うち女性会員は 5,109
名 6％
私たち第 2660 地区は大阪市内と北摂地区が含まれ、日
本で 2 番目に誕生した大阪ロータリークラブを始め全部
で 81 クラブ 3,594 名 女性会員は 234 名で 7％
高槻ロータリークラブは総会員数 51 名中 6 名女性で
12％！
ロータリークラブの交流の場の最小単位はクラブの例
会となります。次が IM … 12 クラブが集まる。
2660 地区全体の交流会は毎年 12 月～1 月頃までに開催さ
れる地区大会となり、地区大会は 2 千万円以上かかる大
きな大会になります。皆さん 2 千万円の元を取るために
も参加しましょう。
そして最大のイベントが 5 月～6 月頃に開催される国際

大会となります。前年度は韓国で開催され、当クラブ
からも多数の会員が参加されました。今年度は 10 月
10 日から 14 日までアトランタでの開催となる予定で
す。過去には大阪大会も催されたようですが、残念な
がら私は存じません。2660 地区、本年度は松本進也
ガバナーです。IM2 組は 7 月の初めの例会に来られた
水島洋ガバナー補佐です。ロータリークラブのガバナ
ーやガバナー補佐、地区の委員長そしてクラブ毎の会
長始め幹事や委員長も任期は１年です。しかし代表幹
事は 5 年以内、財団委員長は 3 年以内の任期がありま
すので、ロータリーをしっかり学びたい方は地区委員
になって、２つ３つ地区委員長を経て代表幹事などを
目指されるといいかもしれません。地区大会とか、委
員長会議に出られた方は出席証明のカードを頂きま
すがそこに代表幹事の名前が見られます。
10 年目の私は半分より少し古株となって参りまし
た。私以降に入会された皆様、ロータリーに入会され
て「ロータリーって何なんだろう？」とか「奉仕、奉
仕ってどんな奉仕をしているのだろう？」とか「奉仕
がしたいのに何かしているのか？」などと思われては
おりませんか？
高槻ロータリークラブはロータリー活動は盛んです
が、あまり熱くなりすぎないところが良いポイントだ
とは思います。
最近は「いのちキラキラ植栽プロジェクト」を筆頭
に「高齢者見守りネット（認知症サポート）
」国際活
動では「ブキビンタンロータリークラブとの交流」
「交
換留学生」
「ブキビンタンＲＣとのデング熱撲滅キャ
ンペーン」そして「インターアクトクラブの創設とそ
れに伴うセブ島研修」
「高槻まつりでの危険ドラッグ
撲滅キャンペーン」等活動が目白押しです。
これだけ活動があるにも関わらず、なんとなく「ロ
ータリーって何をやっているんだろう？」とか思って
いませんか？委員会が違うから関係ないと思ってい
ませんか？直接誘われていないからとか聞いていな
いとか思っていませんか？ロータリアンは各業種の
代表ではありませんが、一国一城の主であることを忘
れていませんか？会社で従業員が「直接聞いてない」
とか「誘われてない」
「誰かがやってると思った」
「私
の範疇じゃないから遠慮した」などと言い出したらど
う思われますか？
10 年目の私がお話出来ることは会社でも家庭でも
されていることをロータリーでもして頂きたいとい
う事です。まず、参加して下さい。話しかけて下さい。
先輩にもシャイな方は多くおられます。新しい仲間
を歓迎しつつも遠巻きにしてしまうこともあります。
お互いが遠巻きにして警戒していては無駄な時間が
掛かります。（全く同じことがロータリーの友 8 月号
にも掲載されておりました）
私達は子供の頃と違って新しい友達を作るのも、新
しい趣味を見つけるのも大変な負担です。だからこそ
ロータリークラブがあります。
同じことを考える方々と親しく出来ますし、新しい
趣味、そしてライフスタイルになればこんなに素晴ら
しいことは無いと思います。
例えば、前会長の朝倉さんが幹事をされたときに国
際大会に参加されました。たしか初めての海外旅行だ
とおっしゃっておられました。高槻ロータリークラブ
のペーパーレス化に合わせて携帯電話をスマホに変
更されませんでしたか？私は今日の例会で初めてパ

ワーポイントを使ってみました。手を伸ばした先に知ら
ない世界が広がっているかも知れないのがロータリー
クラブです。ロータリークラブは本当に世界中に広がる
大きな組織です。高槻ロータリークラブだけに閉じこも
っているとロータリークラブの大きさがわかりません。
「ロータリアンだけどロータリーで何をしているか
わからない」は「人類だけど人類に貢献していない」と
同じことです。例え少額の募金をするにも「本当に先方
に届くのか？」と疑ったりしませんか？でも、ロータリ
ーでなら安心です。それはロータリーに対する信頼で
す。ロータリーに所属するだけでロータリーの会員数も
押し上げます。人類のように子孫は作れませんが新しい
会員を増やすことは出来ます。長いロータリー人生なの
で何もしなくていい時期もあると思います。楽しいとこ
ろには人も集まってきます。お金は淋しがり屋なのであ
るところに集まってくるといいます。
ロータリークラブが私に何をしてくれるかではなく、
私がロータリークラブで何をするかが重要です。
本日はいろいろとお話しましたが、その中で男性目線
と違ったところがございましたら、それがきっと女性目
線なるものだと思います。せっかくロータリークラブに
入会されたのですからロータリークラブをもっと活用
して頂きたいと思います。

