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言行はこれに照らしてから
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

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：長尾 穣治
●幹
事：辻田
摂
●会報委員長：大松 桂右

第 2233 回例会

第 2234 回例会 8 月 30 日（金）

① 開会 点鐘

☆卓話「どうなる日本の領土」

② ソング ｢我等の生業」

（規制なき外国人の土地買収）鈴木 洋会員

③ ビジターの紹介
④ 会務報告

＊8/31（土）2019-20 年度

｢会長の時間｣「幹事報告」

クラブ青少年奉仕合同委員長会議

⑤ 委員会報告

於：大阪 YMCA 会館 2F ホール

｢出席報告｣「各委員会」
「ニコニコ報告」

辻田 摂幹事

⑥ ｢ロータリーの友｣紹介
中澤

開会 13：30～16：30
代理出席予定

剛広報・雑誌委員長代理

⑦ 卓話 ｢世界遺産｣ 高岡 正和会員
2019 年 8 月 2 日（金）
出席報告

⑧ 閉会 点鐘

＊8/24（土）
2019-20 年度クラブ職業奉仕委員長会議

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2232 回

27 名

11 名

52.4％

第 2230 回

27 名

14 名

63.6％

於：大阪科学技術センター 8 階 中ホール
受付 9：30～

開会 10：00～

閉会 12：00

石川 義一職業奉仕委員長 出席予定

備 考
出席義務免除
10 名（出 1）
補
填
0名

ニコニコ箱
●本日は 8 月 27 日に開催される八尾市教育フォー
ラムにおける当クラブの事業についてご案内に伺

＊8/27（火）
ロータリー・クラブセントラルを活用した

わせて頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。
八尾中央ロータリークラブ

クラブ活動進捗管理説明会

会長 露原 行隆様

於：ガバナー事務所 時間：15：00～17：00
堀内 伸也副会長、辻田

幹事 中井 敬和様

摂幹事 出席予定

★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：月3回 金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626
★http://www.yaohigashi.org/

E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

Fax:072(997)2620

●八尾中央ＲＣ 露原会長、中井幹事、暑い中ご訪問

格な祖父母に養育される。祖父母の教育と、この

頂きありがとうございます。

町で村人が互いに職業を利用しあって楽しく生

家内の誕生日祝、ありがとうございます。

活していたことがハリス少年の記憶に残り、後

辻盛さん、卓話よろしくお願いします。

にクラブ構想の発端となる。幼少時代から高校

長尾 穣治会員

までは、ハリス自身「いたずら少年」だったとい

●猛暑の中、皆様例会出席御苦労様です。熱中症には

っているが学校での知性と指導力は優秀であっ

御注意下さい。

桑田 タア子会員

たといわれる。祖父の勧めで規律教育のため陸

●・八尾中央ＲＣ 会長、幹事様ご来訪ご苦労様です。 軍士官学校に入学したがここでも指導者として
・辻盛さん卓話ご苦労様です

の素質は抜群の成績を収めている。

・昨今、体温を越す酷暑になりました。体調管理に
は留意しましょう。

奥田 長二会員

‘87 年 19 歳で法律事務所で法律を勉強しア
イオワ大学法律学部に入学、‘91 年 23 歳で法律
の学位取得して卒業。5 年間アメリカと世界各地
の見聞と職業体験を決意。サンフランシスコで

8 月誕生月祝
堀内会員
高橋会員

新聞記者、
‘93 年ワシントンで新聞記者、この後
念願のイギリスに行くために船会社の家畜係で
労働、干草作り、トーモロコシの缶詰工場、今度
は家畜主任となり、数週間で 4 回も渡英、ロン

●今回合計

9,000 円

ドン始め広くイギリスを見聞している。後にニ
ューヨーク事務所の支店長となる。祖父母から

●累計

他人に対する寛容、思いやり、優しさ、尊敬の念

184,000 円
8 月結婚記念日祝
長尾会員

の尊さを学んでいたのに加え、この 5 年間の尊
い経験から職業と親睦の偉大さを知った。
‘96 年

会長の時間

2 月 27 日 28 歳で新興都市シカゴで弁護士を開
業。当時アメリカ社会変動期で、あらゆる人種、

ポールＰ.ハリス略伝

信条、文化の坩堝は犯罪、汚職、暴力の巣窟で利

世界は常に変化している

己主義・悪徳商法が横行していた。ハリスは人間

ロータリーは、この世界と共に
変化して成長していかねばならない
ロータリーの物語は

探究を怠らず 15 年間に 30 力所も住居を変え、
あらゆる宗教の礼拝に加わり他人の友情と欲求
を理解することを知る。1900 年秋、ハリスは友

幾度も書きかえられねばならない

人を訪ねロジャース公園を歩きながら友人が何

『ポールＰ.ハリス』

人もの人と出会う度に、屈託ない親しい挨拶、軽
い冗談を言い合っている姿には真心と歓迎の微

1868 年 4 月 19 日、シカゴ市の北 62 マイルにある

笑みがあり嘘偽りはなかった。しかもお互いに

ウイスコンシン州ラシーン市 5 番街 316 番地で、ジ

取り引き関係にあることに気づいていたのであ

ョージ・ハリスとコーネリアの二男として生まれる。 る。シカゴの現状と対照的な少年時代を過ごし
父母の両家は富豪であったが家庭的にはあまり恵ま

たウォーリンクフォードでの村人たちの友情に

れず、3 歳の時家計困難で兄とともにバーモント州ウ

結ばれた楽しい光景を思い出したのである。こ

ォーリンクフォード町に住む資産家で賢明にして厳

れがいままでハリスが求めて掴みえなかった

「人間の絆」であった。ここに一業一人の相互扶

の 5 番目で、すばらしく魅力的な女性だったといわ

助の新しいクラブ構想が芽生える。専門職業界を

れる。37 年間ハリスに連れ添い、ロータリーの発展

1 人で代表することによって社会の為だけでな

に努め、ハリスの世界中のロータリー講演旅行（ハ

く、お互いの職業を利用し合うことは会員同士の

リスのテーマは理解と友情、またはロータリーの起

親睦と相互扶助に役立ち、特に新会員は新たな友

源が多かったといわれる）にはいつも同行し、何度

人となり、公正な取引は信頼感を深める。会員が

かハリスに代わって講演もしている。ジーン夫人は

多くなればこの輪は広がっていく、会員は「寛容

エジンバラで晩年を送り 1963 年 11 月 9 日逝去、82

で親睦と友情の精神」にあふれた人でなければな

歳。ハリスとは海を隔てて何干キロも離れたエジン

らない。祖父母から教わった「寛容」に共通して

バラ市タルキース・ロードのニューイントン墓地に

いる。これがクラブ理念であり善意と寛容と理解

先祖とともに眠る。その墓石には「常に滴らぬ信仰

から奉仕へと発展していく基礎であろう。いよい

と豊かな慈愛の心を持った婦人」と刻んである。

よハリスは実動に移りはじめた。もっとも親しい

二人は子供に恵まれず、ハリスの自叙伝には「子

数人の知人にこの構想を打診し始めていた。反応

供がいない私たち夫婦は国際ロータリーを養子に

は良好であった。いよいよ 1905 年 2 月 23 日の

しました」と書いている。

夜に他 3 名と世界最初の奉仕クラブ「ロータリ
ー」を創始した。創始 3 年目にクラブ会長となる

ポール・ハリスー偉大なる奉仕の先覚者より

‘10 年 7 月 2 日スコットランドのエジンバラ出
身のジーン・トムソンと結婚。ハリス 42 歳、弁
護士を開業して 14 年目、ロータリーを創始して

幹事報告

5 年目の夏である。ハリスはシカゴ郊外に居を構
え夫人の郷里の名をとりカムリー・バンクと名づ
け、生涯の住居とした。また旅行に多くの時間を
費やし、頼まれて夫人と共に世界各国を何回も回
り毎年の国際大会、地域大会、地区大会などで多
くの講演を行い、生涯をロータリーの発展に捧げ
た。
「国際ロータリー」の初代会長であり‘47 年
1 月 27 日（月曜）78 歳で逝去したときは名誉会

【配布物】
①週報
②秋のライラセミナーのご案内
③八尾市高齢クラブ連合会ニュース よろこび
④八尾中央ＲＣ様からの八尾市教育フォーラ
ムの資料

長であった。シカゴ市マウント・ホーフ墓地に眠
る。その執務室は世界本部にそのまま保存されて
いる。

【回覧】
①ガバナー月信 8 月号

ハリスは終生にわたり、法律事務所の仕事を熱
心に続ける傍ら多くの公職にもあった。全米身体
障害児童および成人協会並びに身体障害児童国
際協会初代会長、シカゴ弁護士協会理事、アメリ
カ弁護士協会の委員会委員などなど、外国からは
ブラジル、チリ、ドミニカ共和国、工クアドル、
ペルーなどから栄誉ある勲章を授与されている。
ジーン夫人は信仰深いトムソン家の 8 人兄弟

【連絡事項】
①理事役員のメンバーは例会後お集まり下さい。
以上

卓話

一つずつ検証していきます
① については全くどの団体にも所属したこと

「八尾東ロータリークラブの
魅力について」
辻盛

英一会員増強委員長

がない人は仕事につなげたいとの希望が強
く、特に若い経営者になればなるほどこの傾
向が強いようです。
② については①と違う点は仕事につなげよう

八尾東ロータリークラブの魅力を考察するにあた

と考えて入った人も結局人的なつながりが

り、３つの観点から見てみたいと思います。

良かったというケースが大半のようです。

その３点は①なぜ奉仕団体に所属するのか、②奉

③ についてはロータリークラブは４０歳以上

仕団体に入った後に期待すること、または効果、③青

しか入れなくて、敷居の高いイメージが強く

年会議所、ライオンズクラブ、ロータリークラブの 3

青年会議所を卒業した人がライオンズクラ

団体のイメージと選ぶ基準、です。

ブかロータリークラブを選ぶというイメー

それぞれについてアンケートをとらせて頂きまし

ジのようです。

た。

以上よりロータリークラブについての問題点と

アンケート対象は３０代から６０代の経営者２０名

しては、どのように行われているのかが分から

です。

ない、また会員資格が今一不明瞭であるという
ことになります。

① なぜ奉仕団体に所属するのか

逆に良い点としては純粋なボランティア団体で

仕事につなげたい

崇高なイメージがあるというところに良い点を

人脈を作りたい

見いだせると思います。

友達を作りたい
奉仕活動をやってみたいがやり方が分からない
ので団体に所属したい

では、八尾東ロータリークラブにフォーカス
するとどうでしょうか？
まず、人数が少なくメンバー全員と話をする
機会が多い、そのため先輩経営者の方から色々

② 奉仕団体に入った後に期待すること、または効果
人脈をつくれた
友達ができた

な話を聞きやすい。
二つ目に、野球部があり、野球といえば八尾東
のイメージが強く野球経験者の経営者には溶け
込みやすく、話のネタにもなりやすい。

③ 青年会議所、ライオンズクラブ、ロータリークラ
ブの３団体のイメージと選ぶ基準

ということがあげられると思います。
また、例会が若手経営者のなかには時間をと

青年会議所：若い経営者の集まりであり、仕事に

られて面倒というイメージが強いため、夜の例

つながりそう。

会を嫌う人が増えています。八尾東は昼間に例

ライオンズクラブ：４０歳以上の経営者の会、地

会があり、月三回ということもあり、ここもま

元貢献をしているイメージ

た、魅力の一つに成りえると感じました。

ロータリークラブ：地元の名士でお金持ちの集ま

今後、八尾東ロータリークラブの会員を増強

り、お金をかけたボランティアをおこなっている

していくにあたり、強み、弱みを考慮し、例会に

イメージ

体験参加という形ではなく、なにかイベントの
ような形で不特定多数の経営者の人と交流をも

てるような勧誘方法が良いと思われます。

（＊安田次年度幹事に関しては、11/1 に
出席できれば参加で、欠席の場合は他

若い経営者の人には思いのほか関心をもって

3 名のみの参加とする。
）

もらっており、そこに活動や仲間意識の強さ等を
リーチできればさらなる会員増強につながると

⑥メークアップ規定の件

思います。

→ 地区よりメークアップルールについての

8 月度定例理事会報告
幹事：辻田 摂
●日 時：2019 年 8 月 2 日(金)
例会前

下記の文書が届いたため、当クラブも現行
通り、欠席した例会前後の 14 日間に行う
ものとする。
（承認）

11：30～12：15

●場 所：かがやき ミーティングルーム

「既にご承知の通り、現行の「メークアップは欠席

●出席者：理事役員 7 名

した例会の前後１４日間に行うもの」とのメークア
ップルールが２０１９年の規定審議会において改

案件：

正されました。標準ロータリークラブ定款に「同一

①会計報告７月分 → 承認

年度内に行えば良い」と定められ、新たなルールと
して本年７月より発効しております。この件に関す

②会費未納者の件
→

8/2 時点で全会員より納入済。
（確認）

るお問い合わせをいくつかのクラブから頂いてお
りますので、地区としての見解を申し上げます。
例会出席はロータリー活動の基本であり、会員相

③サポーター会員の件
→

互の親睦を深め、奉仕の礎となるものです。例会出

現在、サポーター会員になられる可能性

席義務ルールの緩和は、ロータリー活動の原点から

のある方が 1 名いるので、会長より話をし

の乖離であり、ロータリーのクラブ弱体化にも繋が

てみる。
（保留）

る懸念があると考えます。地区と致しましては、現
行の「欠席例会の前後１４日間のメークアップルー

④新入会員推薦の件
→

ル」を堅持することを推奨いたします。
」

現在候補者 2 名。
職業分類委員長に回付し、大分類 6.サー
ビス 中分類 9.物流・倉庫に小分類 2.物
流を追加する。（承認）

⑦その他
・事務局の件
→ 事務局員よりリノアスに変更後、事務局室
内にきちんとした空調設備を設置できない

⑤山徳で移動例会の際の理事会開催の件
→

ため、この猛暑の中、かなり暑いとの申し出

・9/6 は例会前 11：30～ 山徳で行う。

が有った。
（数名の理事役員も確認済）

・11/1 はガバナー公式訪問日で例会前に

例会場がバンケットルームに戻れる可能性

ガバナーとの懇談会があるため、例会後

もなくなったため、事務局の移転を検討す

13：40～山徳で行う。

る。当面の暑さ対策としては、一時的に出勤

尚、ガバナーとの懇談会には、長尾会長、

時間を変更する等、事務局員に一任する。

辻田幹事、石川会長エレクト、安田次年

（承認）

度幹事が出席することとする。

以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

