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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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平和と紛争予防/紛争解決月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2414回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 平和と紛争予防/紛争解決月間記念卓話
「シリアの現状」

次週（２月８日）のお知らせ
１）例

会

（2415回）

２）ソング

ロータリー讃歌
ブンリン

３）卓

話

我が職「文林学院日本語科の今」
永田 秀次

2014-2015米山奨学生
大阪大学大学院生

会員

ヤヒヤ アルマスリ 様
国際奉仕委員会

☆☆ ２月度のお誕生日 ☆☆
5日 坂東 信幸
28日 郡 悦清

＊＊

19日 髙橋 俊起
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、通常報告の後、クラブ協議会が
開催されます。上半期（７月～１２月）の諸々の
経過報告、及び各委員会の活動報告を行うと共
に、下半期の事業計画・活動等についての報告と
審議も行う予定です。協議会終了後には、２月度
の定例理事会が開催されます。理事、役員の皆様
は、恐れ入りますが出席頂きますようお願い致
します。
２月３日（土）に開催されます「地区財団補助
金管理セミナー」への出席の要請が、地区財団委
員会より届いておりますが、次期会長になられ
る髙田会長エレクト、及び会長ノミニー、幹事エ
レクトが出席する予定です。
また、2018年～2019年度地区委員の委嘱状が、
中島 清治会員（ローターアクト委員長）、仲西
良浩会員（ローターアクト委員）宛てに届いてお
りますので、後程お渡し致します。

そして、２６６０地区片山 勉ガバナー様よ
り、ガバナー会からの姉妹クラブ、友好クラブア
ンケートについての調査協力に関する文書につ
いては、当クラブの山本 喬一国際奉仕委員長に
対応して頂きたいと思います。
先週の１月１８日（木）は、恒例となっており
ますビアフレンド会が行われました。御木 威
会員が世話人となり対応して頂きました。参加
者は、会員とゲストを含め１０数名でした。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日「2025年日本万国博覧会誘致について」の
ご案内をお配りいたしております。
②№1・2テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
③ 「2017-18年度青年功績賞授与式（大阪市）」の
出欠のご返事を事務局までお願いいたします。
④「三世代クラブ合同例会のご案内」の出欠の
ご返事を事務局までお願いいたします。
⑤「2017-18年度 下半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑥「創立50周年記念誌に掲載する会員のお言
葉」の原稿を全会員1月31日（水）までに事務
局までお願いいたします。

☆☆ 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

２名
０名
０名
０名

会員総数
56名
会員出席
41名(49名)
出席規定適用免除 18名
会員欠席
8名

⑦本日13：10～当例会場において「クラブ協議
会」を開催いたします。会員各位の多数のご参
加をお願いいたします。クラブ協議会資料は
全会員ポストに配布させて頂いております。
⑧本日例会終了後、2月度定例理事会を4Ｆ「銀嶺
の間」にて開催いたします。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

寒い中皆様ガンバッテください。 中村 修
本日は愛妻のBirthday！おめでとう！！
石田 道夫
石田会員の愛妻 茂美様お誕生日おめでとうご
ざいます。サロンド大阪以来の長い長いお付き
合い、感謝！感謝！
中川 政照
石田さん奥様孝行引き続きガンバッテ下さい
川原 和彦
石田直前会長 素敵な奥様を大切にねッ
ＳＡＡ一同
平成30年1月25日
合計金
18,000円
累計金 2,055,000円
－－ク ラ ブ 協 議 会 －－
1月25日（木）クラブ協議会が開催され、各委
員会より上半期事業報告ならびに下半期事業計
画が発表されました。

）内は会員総数を基準とした値

1月25日の出席率
83.67％
6週間前（12月21日）の
メークアップを含む出席率 81.82％
メークアップ実施会員
0名（欠席者9名)

国際奉仕（International Service）
ロータリーの第4奉仕部門は、ロータリ
アンが、国際理解、親善、平和を推進する
ために、実施できることすべてから成る。
その方法は、他国の人々、その文化、慣習、
業績、抱負、問題を知ることであり、また、
旅行や国際大会出席による個人交流であ
り、読書や文通であり、さらに、他国の人々
の役に立つクラブの活動やプロジェクト
すべて（ロータリー財団を含む）に協力す
ることである（『手続要覧2004年』P268）。
さらに、国際奉仕の目的（Purpose of
International Service）として「ロータリ
アンのあいだに、また、一般の人々のあい
だに理解と善意をはぐくむことが、ロータ
リーの国際奉仕の明確な任務である（ロー
タリー章典8.080.1）」
（『手続要覧2004年』
P81）とあります。
国際奉仕も、クラブと会員両方の責務で
す。この奉仕が目指していることは、ロー
タリーの綱領第4項「奉仕の理想に結ばれ
た、事業と専門職務に携わる人の世界的親
交によって、国際間の理解と親善と平和を
推進すること」にあります。概念上その内
容は、世界社会奉仕（ＷＣＳ）プログラム、
国際レベルの教育および文化交流活動、2
月の世界理解月間とその催し、国際的な会
合（ロータリー章典8.080.3）、に分類でき
ます。

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

めぐる歯車いや輝きて

とわ

我等のロータリー
ロータリー

永久に栄えよ

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
スモークサーモントラウト、フェンネル、
林檎と蕪のエスプーマ、ベビーマーシュ添え
フィレビーフのロースト、ウエリントン風、
インゲン豆とマデラソース
ラムレーズンカスタードクリームと
林檎のキャラメリゼ、ベリーヌ仕立て
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

