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新世代のための月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（９月１２日）のお知らせ
会

（2216回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

我等の生業

３）ソング

君が代・奉仕の理想

３）卓

知的創造拠点「ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ」

４）卓

新世代のための月間記念卓話

１）例

会

話

１）例

（2215回）

「歌で綴るキャンプの世界」
一般財団法人 大阪府青少年活動財団
代表理事 専務理事 高橋 幸久様
青少年活動リーダー 4名
新世代奉仕委員会

☆☆ ９月度のお誕生日 ☆☆
2日
16日
19日
21日
26日

在本 茂
中村 健輔
中島 清治
髙田 肇
福井 興

9日
18日
20日
24日
26日

安田 義治
宇野 稔
寺村 清
南川 和茂
阪本 宗久
（敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆さんこんにちは、ゲリラ豪雨による被害が
報道されておりますが、今年は昨年に較べゲリ
ラ豪雨の回数が1.5倍になっているようでありま
す。突然の雨に注意することが必要であろうと
思います。
本日は国際ロータリー第2660地区ガバナー福
家宏様に当クラブにお越しいただきました。福
家ガバナー大変お忙しいところ、まことにあり
がとうございます。
私共大阪天満橋ロータリークラブ会員一同、
心より歓迎申し上げます。後程、卓話をいただき
ますのと共に、例会後の懇談会には理事、役員等

話

の取り組みと目指す方向性
一般社団法人 ナレッジキャピタル
専務理事

間 渕
Ｓ

豊
Ａ

様

Ａ

に対しまして御助言、御指導を戴きたく思いま
すのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
また本日お越しのビジターの皆様ようこそい
らっしゃいました。どうぞガバナーと御一緒に
ごゆっくりおすごし戴きたいと思います。
〈会長報告〉
１.9月1日、来週の日曜日ですが当クラブの継続
事業であります青年功績賞の授与式がござい
ます。従来能勢で行われておりましたが、大阪
府の組織変更により一般財団法人大阪府青少
年活動財団の事業になり、それに伴い近年は
ドーンセンターで行われておりましたが、当年
は奈良県吉野郡吉野町宮滝の吉野宮滝野外学
校において行われることになりました。前のよ
うな感動的表彰式が行われるのではないかと
思っております。また当日は三世代合同社会奉
仕事業でありますキャンプにこられる青少年
の人たちのための「テント寄贈」の贈呈式も行
われます。御参加の皆様、御苦労様でございま
すが当日よろしくお願い致します。
２.8月24日には短期青少年交換学生のマヤ・ラム
ゼイさんが来日されました。米国人でいらっ

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

68名
49名(61名)
26名
12名

しゃいますが、関西学院千里国際中等部・高等
部に併設されているインターナショナルス
クールに留学されます。マヤ・ラムゼイさんは
昨年夏に目幸会員のお嬢さんの稀依さんとの
青少年短期交換学生として来られているもの
です。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「三世代クラブ合同例会のご案内」を本日お
配りしております。出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
②9.10月卓話予定者表をお届けしております。
担
当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を
事務局までご連絡お願いいたします。
③「秋の家族会」本日が締め切りです。切符の手
配の都合がございますので本日中に事務局に
ご返事をお願いいたします。
④№3テーブルテーブル情報集会ならびに№1・2
テーブル情報集会の出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
⑤新年初例会前の大阪天満宮でのご祈祷につい
てのご案内をお配りしています。ご参加のお
返事を事務局までお願い致します。
⑥「理事・役員・委員会一覧表」の変更がござい
ましたので本日お配りしています。
⑦本日13時40分から「 SAKURA 1 」にてガバナー
公式訪問懇談会が開催されます。関係各位宜
しくお願いいたします。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

ＲＩ第2660地区ガバナー福家宏様ようこそおい
で下さいました。会員一同御来訪を歓迎申し上
げます。
在本 茂
福家ガバナーご来訪ありがとうございます。
中島 康之
福家ガバナーのご来訪を心から歓迎申し上げま
す。
重里国麿
福家ガバナーご来訪ありがとうございます。
ＳＳＡ一同
リスボン国際大会の皆様 昨夜の写真交換会に
ご出席頂きありがとうございました。楽しいひ
と時に感謝！！
川原 和彦
衣斐・中川・川原会員にはポルトガル世界大会
旅行中の写真を沢山いただきました。お礼まで
橋本 守之
平成25年8月29日

合計金

33,000円

累計金

591,000円

）内は会員総数を基準とした値

８月２９日の出席率
80.33％
５週間前（8月1日）の
メークアップを含む出席率 83.33％
メークアップ実施会員
1名（欠席者11名)

☆☆ 先週（8 月 29 日）の卓話 ☆☆
「 クラブ公式訪問にあたって 」
国際ロータリー第2660 地区
ガバナー 福家 宏 様
私は2013 年1 月13 日(日)～18 日(金)、米国カ
カリフォルニア州サン・ディエゴにて開催され
た、国際協議会2013 に参加して参りました。地区
ガバナーに就任するには、
昨秋東京で2 度開催さ
れたGETS(ガバナー・エレクト研修セミナー)を含
め、この国際協議会への参加が義務付けられて
います。国際協議会のために設定された研修の
全てに出席しないと、地区ガバナーには就任出
来ません。無論私も日本から出席した34 地区の
GE と共に、全てのプログラムを消化して帰国致
しました。厳しいスケジュールではありました
が、
日本の他地区のGE の皆様と親睦を深め、
他国
の人々と色々な形で交流出来たことは楽しいこ
とでありました。
今年度の国際ロータリー会長はロン・D・バー
トン氏です。1979 年以来、米国オクラホマ州ノー
マンRC の会員であり、
職業は弁護士です。
これま
でに、地区ガバナー、恒久基金米国アドバイ
ザー、ロータリー財団地域コーディネーター、イ
ンターナショナル・ポリオ・プラス委員会委員、
ロータリー財団管理委員などを歴任され、200809 年度は財団管理委員会副委員長、
また、
未来の
夢委員会委員および副委員長も務めておられま
す。先ずは此の度の国際協議会開会本会議にお
けるロン・バートンRI 会長による開会講演の内
容をお伝え致します。
【ポリオ撲滅】1986 年以来開始された「地球上か
らポリオを撲滅する」ためのポリオ・プラス・プ
ログラムは、当時から実現は容易でないことは分
かっていましたが、2005 年には成功させるとい
う目標が立てられました。残念ながら2013 年を
迎えた今、まだポリオの撲滅は成功していませ
ん。しかしポリオが次第に終結へと近づいている
ことは、
明らかです。
目標達成までもう少しです。
【FVP：Future Vision Plan 未来の夢計画】
「未来
の夢計画」は、ロータリー財団の新たな時代の幕
開けです。ロータリーの素晴らしさをすべて取り
入れた未来の夢は、さらに大きく、持続可能な国
際プロジェクトを促すと同時に、地域社会のニー

ズに応える地元プロジェクトでの柔軟性を高め
ることによって、ロータリーを新しい次元へと昇
華させるものです。
【会員維持増強】会員増強は他人任せでは無く
て、私の責務であり、皆さん自身の責務であり、
ロータリアン全員の責務です。勧誘が成功し、入
会をOKしてもらい、その人が会員となった時、皆
さんの仕事はそこから始まります。新会員を指導
し、彼らがクラブで重要な役割を担い、ロータ
リーで満足感を得られるようにしなければなり
ません。ロータリーに入会した新会員全員を維持
できれば、会員増強など問題にならないはずで
す。毎年、ロータリーには、およそ12万人という
大勢の人が入会します。しかし毎年、ほぼ同じ数
の会員が退会しています。15年以上にわたり会員
数が約120万人にとどまり、会員数が横ばいと
なっているのは、このためです。今や本腰を入れ
なければならない時が来ています。
【多様性】1987年、ロータリーは女性に入会の門
戸を開きました。それは、ロータリーにとって記
念すべき日でした。しかし、女性会員の数が順調
に増えているわけではありません。これは、私た
ちが取り組むべき課題です。さらに、ロータリー
に若い会員を迎え入れ、現在のローターアク
ター、インターアクター、ライラリアン、青少年
交換学生、財団奨学生、GSEチームメンバーに、明
日のロータリアンになってもらえるよう努める
必要があります。ロータリーが生き残るには、時
代の変化とともに自分たちも変わる努力をしな
ければなりません。例会時間や例会場を変えた
り、クラブの形態を見直すなど、柔軟に適応する
努力をすることです。
【今年度RIテーマと地区方針】
Engage Rotary Change Lives
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
ロータリーやロータリー財団のプログラムに
真剣に取り組めば、多くの人々を豊かにすること
が出来ます。そしてそれよりも大切なことは、
もっと豊かになるのは、皆さん自身の人生だとい
うことです。これはアーサー・シェルドンのOne
profits most who serves best「最も良く奉仕する
者、最も多く報われる」という標語から発した考
えです。

『今年度地区方針』
私は今年度RI テーマを尊重しつつ、
「ロータリ
アンが奉仕を実践した時にはロータリアン自身
の人生が豊かになる」というバートン氏のメッ
セージを受ける形で、今年度当地区の方針を決定
致しました。

それは「感動の体験を!! 人々にも、自身にも」で
あります。
私は1 人でも多くのロータリアンにRI やロータ
リー財団プログラムに参加をして頂きたい。立案
した計画が困難を伴っても是非とも、勇気をもっ
て敢行して頂きたい。これが私の思いでありま
す。”Participate” これは、日本人初のRI 会長
を務められた東ヶ崎潔氏のRI のテーマです。私
はこの言葉を心に刻み、この言葉を拝借して、地
区方針に盛り込みたいと考えました。「参加し、
敢行しよう!!」であります。どうかよろしくお願
い申し上げます。
さて地区としては何にポイントを置いて活動
を進めて行くのか？これは５つあります。
RI 戦略計画の3 つの重点項目のうち、
「クラブのサポートと強化」に関わるものとして
①会員の維持と増強です
会員の維持のためには入会後年数の浅い会員
に出来る限りRIやロータリー財団のプログラ
ムに参加するように工夫をして頂きたいのです
「人道奉仕の重点化と増加」に関わるものとして
②ポリオ撲滅への努力
③FVP によるプロジェクトの成功
④東日本震災復興支援
「公共イメージと認知度の向上」に関わるものと
して
⑤広報活動です
この５項目に重点を置いて活動して頂きたいと、
強く念願しております。
【寄付のお願い】目標額①年次基金150 ドル②ポ
リオ・プラス50 ドル③米山記念
奨学会3 万円④東日本震災復興支援1 クラブ当
たり5 万円以上
【地区大会】2014 年2 月21 日(金)～22 日(土)
大阪国際会議場、ﾘｰｶﾞ･ﾛｲﾔﾙ･ﾎﾃﾙ
記念講演「桜井よしこ氏」

☆☆新世代のための月間（New Generations Month）☆☆
年齢30歳までの若い人の育成を支援するすべてのロータリー活動に焦点を当てるために、９
月は「新世代のための月間」に指定されている。ロータリー・クラブは、「各ロータリアンは
青少年の模範」（Every Rotarian an Example to Youth）という標語を、「新世代のための月
間」中のクラブ会報や広報資料に使うよう奨励されている。
各ロータリアンの責務は、年齢30歳までの若い人すべてを含む新世代の多様なニーズを認識
しつつ、よりよき未来を確実なものとするために新世代の生活力を高めることによって、新世
代に将来への準備をさせることである。すべてのクラブと地区は、新世代の基本的ニーズを支
援するプロジェクトに着手するよう奨励されている。
基本的ニーズとは、健康、人間の価値、教育、自己開発である。新世代のためのRI常設プロ
グラムには、インターアクト、ローターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラム、
ロータリー青少年交換がある。奉仕の機会に関する項目の内容（例えば、危機下の児童、健康
管理、識字・計算能力向上）もまた新世代のニーズに取り組むものである。

インターアクト（Interact）
インターアクト・クラブは、奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で相共に活動す
る機会を青少年に与えるために結成される。インターアクト・クラブに入会できる者は高校に
在学中の学生または年齢14歳から18歳までの若い人である。

ローターアクト（Rotaract）
ローターアクト・プログラムは、青年男女が個々の能力の開発に当たって役立つ知識と技能
を高め、それぞれの地域社会における物質的、あるいは社会的なニーズに取り組み、親睦と奉
仕活動を通じて全世界の人々の間により良い信頼関係を推進するための機会を提供するもので
ある。ローターアクト・クラブは、提唱ロータリー・クラブの近隣地域内に居住、または就職
あるいは就学している18歳から30歳までの青年によって構成される。

ロータリー青少年指導者養成プログラム（Rotary Youth Leadership Awards－RYLA）
ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、年齢14歳から18歳まで、ならびに19歳
から30歳までの若い人のためのRI常設プログラムである。

青少年交換（Youth Exchange）
青少年交換は、年齢15歳から19歳までの青少年に母国以外の国を訪問したり、そこに留学し
たりする機会を提供するRI常設プログラムである。長期交換プログラムは、学生に１学年度海
外に留学する機会を与える。一方、短期交換プログラムは、学生に最低数週間の外国訪問の機
会を与える。

つど

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国に捧げん我等の生業

望むは世界の久遠の平和

コーヒー

めぐる歯車いや輝きて

洋ナシのタルト ピスタチオのアングレーズ
ソース ラズベリーシャーベットを添えて

とわ

グレーズドポークベリー マッシュポテトと淡
路産玉葱

永久に栄えよ

パンプキンとジンジャーのクリームスープ

我等のロータリー
ロータリー

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

