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第 2058 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢クラブソング」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 「ロータリーの友」紹介

長尾 穣治広報・雑誌委員長

⑦ 卓話 ｢お城の歴史物語｣ 桑田 タア子会員

⑧ 閉会 点鐘

第 2059 回例会 9月 18日（金）

☆卓話なし

☆第 2回クラブフォーラム

        会員組織委員会部門

            品川会員組織委員長

ニコニコ箱

●立野ガバナー公式訪問ありがとうございます。

上田 郁生会員

●立野ガバナーご訪問ありがとうございます。

長尾 穣治会員

●ガバナー 立野純三様、公式訪問有難うございま

す。

誕生月祝い有難うございます。 森下 慶治会員

●立野純三ガバナー、本日はクラブ御訪問ありがと

うございます。       桑田 タア子会員

●立野ガバナーありがとうございます。よろしくご

指導お願いします。       鈴木 洋会員

●妻の誕生日祝ありがとうございます。

大橋 秀造会員

●・立野ガバナー御訪問ありがとうございます。

・次男の中学体操の全国大会は今一歩で団体 7 位

でした。          山田 哲男会員

●今回合計 7,000円

●累計  189,610 円

２０１５年９月１１日（金）第２０４５号

2015年 9月 4日（金）

出席報告

例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2057回 27名 19名 82.6％
出席義務免除

4名（出 0）

第2055回 27名 17名 73.9％
補    填

0名

Rotary International

国際ロータリー会長

K.R. ラビンドラン

2015‐16 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

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

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：上田 郁生

●幹   事：上山 惣太

●会報委員長：堀内 伸也

ベテランと若手の団結で

品格あるロータリー活動を！

9 月誕生月祝

森下会員

9 月結婚記念日祝

高橋会員・山田会員



幹事報告

①今週は特にございません。

「公式訪問に寄せて」

2015-16 年度

RI 第 2660 地区ガバナー

     立野 純三氏

皆さん、こんにちは。２６６０地区２０１５～

１６年度ガバナーを仰せつかっております立野

です。よろしくお願いします。

八尾東ロータリークラブは、地区に対して長年、

事業運営にご協力いただき有難うございます。

まず、最初にこの１月にアメリカ サンディエ

ゴで開催されました国際協議会 初日の晩餐会

で、ラビンドランＲＩ会長が熱い思いで話され

た本年度ＲＩ会長テーマを５分程度にまとめま

した映像をご覧いただき、その後私が本年度方

針の中で、７つの重点項目を掲げておりますが、

その中から八尾東ロータリーでご参考になれば

と思う項目をお話をさせていただきます。最後

に、１２月４日・５日に開催されます２６６０

地区 地区大会のＰＲビデオをご覧いただきま

す。

ありがとうございました。

只今、ラビンドランＲＩ会長が熱い思いで本年

度テーマお話になられましたが、皆さんはどの

様に思われましたか。私はこのテーマを聞いた

時、感動し共感もしました。

本年度のＲＩテーマは『世界へのプレゼントに

なろう Be a gift to the world』

２６６０地区の方針は『変革を！ロータリーを

通じて奉仕（プレゼント）を！』です。

八尾東ロータリーの上田会長は本年度方針の中

で、この１０年間でクラブが若返り、変革は現

在進行形で進んでいるが、ベテラン会員から若

手会員へのロータリー精神の伝授を希望され、

ベテラン会員と若手会員の垣根をなくし、一致

団結して、楽しく品位あるロータリー活動を行

会長の時間

先日、オリンピック 3 大会連続金メダルを獲得し

た柔道の野村忠宏選手が現役引退しました。

オリンピックで 3 大会連続金メダルは日本柔道史上

初の快挙であり、全競技を通じてもアジア人として

初の偉業です。当然国民栄誉賞は受賞しているもの

と思っていましたが、受賞はしていませんでした。

国民栄誉賞は1977年当時の内閣総理大臣の福田 赳

夫が創設し、第 1 号受賞者は本塁打世界記録を達成

した王貞治氏でした。

国民栄誉賞の目的は「広く国民に敬愛され、社会

に明るい希望を与えることに顕著な業績があったも

のについてその栄誉を讃えること」とされ、その対

象は「内閣総理大臣が本表彰の目的に照らして表彰

することを適当と認めるもの」とされています。そ

の候補者は「民間有識者の意見を聞く」となってお

り、首相の要望だけでは決められない仕組みになっ

ているようですが、過去の受賞者 22名と一団体を振

り返ってみても、野村選手の業績は全く引けを取ら

ない実績に思えます。時の政府や政治状況により左

右されているように感じます。純粋に国民に勇気と

感動を与え、希望を与えた人物を政治状況にかかわ

らず表彰するべきだと思います。

余談ですが、国民栄誉賞を辞退した人が過去 3 名

います。作曲家の古閑 裕而さんは没後に候補に挙

がりましたが、親族が辞退。メジャーリ－ガーのイ

チロー選手は2001年に日本人初のメジャーリーグ首

位打者、2004 年のメジャーリーグシーズン最多安打

の時と 2 度候補になりましたが、本人がまだ現役中

で発展途上の選手だからと2度とも辞退しています。

「もしいただけるなら引退後に戴きたい。」と言って

いるので、引退後の受賞は間違いないでしょう。も

う 1 人は、1983 年当時の盗塁の世界記録を樹立した

福本 豊氏です。辞退の理由は「そんなんもろたら

飲みにも行かれへん。」と、福本さんらしい理由です。



の中長期の成長戦略をどう考えるか、例えば、「ど

のように売り上げ利益をあげるのか」「組織をどう

するのか」「新製品の開発はどうするのか」「海外に

どのように展開をしていくのか」「その為に資金繰

りはどうするのか」等、多岐に渡って計画をし、毎

年、進行状況をチェックして確実に実行していかな

ければ企業の成長はありません。

例えば、戦略計画委員会のテーマが、会員増強、会

員維持、会員の質だとすれば私が大阪ロータリーに

入会をして幹事を務めさせていただいた２０年前

は、大阪ロータリーの会員数は３２０名程在籍をさ

れていました。地区では５７００名程おられまし

た。現在は大阪ロータリーは２７０名弱、地区は３

６００名弱にまで減っています。

私が大阪ロータリーに入会した２６年前といいま

すと、一業種１名でした。会員は業界を代表するよ

うな人達で、年齢も私より上の人ばかりでした。も

ちろん入会して仲間にしていただく事は嬉しかっ

たし、誇りにさえ思えました。ただ年齢に関係なく

ロータリーに対しては共通の価値観と情熱をもっ

ている事を知らされました。ロータリーに対するス

テータスは、今よりもあったと思います。ラビンド

ランＲＩ会長も私もクラブの基盤増強に対しての

考えは共通していると思います。

まず、入会を促進する取り組みにおいて重要となる

のは、ロータリーのＤＮＡを重要に考えることだと

思います。ＤＮＡとは決して変わらないロータリー

に対する価値観、優先事項（出席率、財団寄付等）

奉仕への献身を絶対に忘れないことだと思います。

また、ロータリー設立の目的を大切にすることでも

あります。時代に即するために妥協して、大切なロ

ータリーのＤＮＡをあっさりと捨ててしまうと組

織は長続きしません。変えてはならないところを変

えてしまい、信じる土台がなくなれば組織の存在価

値はなくなります。一方、時代背景の変化と共に、

ロータリーも変えなければならないところもある

と思います。ゼネラル・エレクトリック社の改革に

取り組み、世界的視野をもつ収益性の高い組織に変

えた２０世紀における最も優れた経営者 ジャッ

ク・ウェルチは「組織は内部の変化が外部の変化に

ついていけなくなった時、終わりはすぐそこに来て

いる」と述べています。変化や革新は年齢に関係な

くフレッシュな視点を持った人から生まれるもの

っていきたいとおっしゃっておられます。

八尾東ロータリーのそれぞれの委員会が、既に一

年間の計画を立て、動いておられます。それに対

して私がとやかく言うべきでもありませんし、ま

たロータリーの主体はあくまでクラブです。

各クラブが自主的にクラブを運営して、いかに会

員の皆さんがクラブライフを楽しむかが大切だ

と思っております。ただ本日はガバナーとして訪

問をさせていただいておりますので、本年度私が

重要項目として掲げている中から、２～３の項目

についてお話をさせていただきたいと思います。

本年度の委員会活動に少しでも参考にしていた

だければありがたいと思っております。

まず最初に、戦略委員会の立ち上げについてお話

をさせていただきます。

これは組織を運営していく上で、次のテーマは一

番大事な問題だと思います。八尾東ロータリーの

上田会長の方針では質（品格）の重要さ、また会

員増強委員会の計画には、会員増強に最大限努力

をすると書いておられます。これらについて、私

の考えを少しお話させていただきます。

私は地区の本年度方針の具体的事項として、７つ

の項目を掲げています。その中のひとつとして戦

略計画委員会を各クラブに発足して欲しいとお

願いしていますが、専属の委員会を設立するのが

困難なクラブでは、従来の委員会の中でクラブの

重点テーマを検討していただければと思ってお

ります。ロータリーは単年度制で、毎年ＲＩ会長

テーマ、地区ガバナー方針、クラブ方針がその年

毎で変わり継続性がありません。各クラブによっ

て問題になる重点テーマは違うでしょう。

私の出身クラブは昨年、戦略計画委員会を立ち上

げ、この５月に全会員に対して『大阪ロータリー

の適正な会員数、クラブの未来はどうあるべき

か』『クラブライフは満足しているか』等のテー

マで、アンケートを取りました。約７０％近くの

回収率でした。このアンケートを基に、どのテー

マを優先して取り組み、クラブをより魅力的に活

力ある組織にするには、どのようにすればいいの

かを戦略計画委員会で検討しています。視点を変

えて、これを企業に置き換えてみますと、戦略計

画委員会は経営企画室ではないでしょうか。企業



１９１４年 第一時世界大戦で両親や家を失っ

たヨーロッパの悲惨な状況にあった子供達をみ

かねたイギリスのエブランタイン・ジョブ女史

が、これらの恵まれない子供達を救うことを目的

として始めた団体です。ヨーロッパやアメリカで

は有名な団体で信頼もされております。今、世界

で５０ヶ国が加盟をして世界各地で活躍してい

ます。なぜ私が１８年間もこの団体のお手伝いが

出来たのかと言いますと、最初にフィリピン ギ

マラス島にお金の寄付をして村中の人と一緒に

小学校を建設しました。その小学校の竣工式に出

席をした時、村中の人達から熱烈な歓迎を受けた

事と、何よりもその学校を使用する子供達が素晴

らしい笑顔で迎えてくれたことが、非常に印象的

で忘れられない経験となり、セーブ・ザ・チルド

レンの活動を続けられた一番の要因でした。まさ

に「百聞は一見にしかず」、現地に行き現状をし

ることが大切だと感じました。

八尾東ロータリーの皆さんも、今迄ロータリー財

団に多くの寄付をされていると思いますが、頂い

たご寄付はすべてグローバル補助金・地区補助金

等として、海外の医療関係の改善、子供達の栄養

改善、教育環境の改善、震災復興への取り組み等

に活用されています。ぜひ、八尾東ロータリーの

皆様が取組んでおられる職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕に一人でも多くの方に関わりを持ってい

ただき、活動して頂きたいとおもいます。きっと

爽やかな感動を味わうことが出来ると思います

し、クラブの活性化にはこの上ないミッションに

なる事は間違いないと考えます。

これらの奉仕活動のエネルギー、原資となるロー

タリー財団への寄付に、ご理解をいただきご協力

をお願い致します。

最後に、もう一つのお願いがＩＴです。ＲＩは今

大きく変化をしようとしています。IＴを活用し

なければなりません。ＲＩに対する要望や申請な

どは、全てＩＴを利用しなければなりません。マ

イ・ロータリーに自らが登録していただく必要が

あり、登録をしていただくと、ウェブサイトから、

自クラブの活動内容が確認出来たり、会員コーナ

ーでは、「元気なクラブ作りのために」や「会員

増強ガイド」など、充実したクラブづくりに役立

であり、こうした人こそクラブにとって最も貴重な

資産だと思います。

あるロータリーの小冊子に書かれていた文章ですが

『ロータリーの目的は有益な事業の基礎として奉仕

の理想を鼓吹し、これを育成することにある。ロー

タリークラブは実業家及び専門職業人のクラブで

す。仕事のない人は会員になれない建前です。どん

な職業でも仕事でも、たいがい他人の役に立ってい

ます。他人の役に立たないようなものは有益な職業

ではありません』と書かれていました。また、ラビ

ンドランＲＩ会長が先程のスピーチの中でも言って

おられましたが『当組織を形づくった基礎に立ち返

る方法を見つける必要がある。それは人生のあらゆ

る場での高い倫理基準、そして各クラブの会員の多

様性をもたらす職業分類です。

しかしこれらは会員増強の足を引っぱる障害にすぎ

ないとみられる。しかし、これらはロータリーの成

功に欠かせない要素であり、なおざりにすれば自ら

の存在を危うくする』と言っています。クラブが内

外からみて魅力があり、活気があり、楽しそうであ

れば、おのずと人は集まってくると思います。会員

の増強と質を維持するのは相反する部分があると思

いますが、上田会長がおっしゃっておられるように、

ベテラン会員と若手会員が垣根をなくし、団結して

楽しく品位あるクラブを目指されることが、会員増

強、質の維持につながり素晴らしい結果を得られる

と思います。

次に、八尾東ロータリーは職業奉仕、社会奉仕、青

少年奉仕、国際奉仕にも積極的に取り組んでおられ

ます。それぞれ担当委員会の計画にも、従来より実

践してこられた事業を継承しつつ、新しい事業にも

取り組み活動していくと書いておられました。

すでに何度かお話をしておりますが、私の国際奉仕

の原点を少しお話をさせていただき、それぞれの奉

仕活動のご参考にしていただければ幸いです。

私は大阪青年会議所時代に、国際婦人福祉連盟の有

志の方々のご協力によって、世界的ＮＧＯ団体のセ

ーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの設立に携わり、

１８年間にわたりこの団体の理事長を務めさせてい

ただきました。セーブ・ザ・チルドレンと申しまし

ても、ご存じない方も多いと思いますので、簡単に

概略をご説明させて頂きます。



9 月度定例理事会報告

幹事：上山 惣太

●日 時：2015 年 9 月 4日(金)

例会後 13：40～14：30

●場 所：例会場

●出席者：理事役員 8名・オブザーバー1名

案件：

1. 会計報告 8月分

⇒承認。会費未納者については、アポイントを

取り、来週ぐらいに数名で先方へ訪問予定。

2. 社会奉仕活動（アールブリュット展覧会）につ

いて（森下社会奉仕委員長より）

⇒こちらの要望を踏まえて、来週に先方と打ち

合わせ予定。

3. 12/5（土）地区大会における移動例会の件

⇒今回はお弁当が配布されるため、国際会議場

5F にて 12：00～ 移動例会を開催する。（承

認）

4. 野球同好会への支援金の件

⇒前年度と同じく親睦予算より 18 万円とする。

（承認）

5. 指名委員会の件

⇒現会長・・上田 R、会長エレクト・・中澤 R、

会長経験者・・池本 R、幹事経験者・・山田 R、

会員歴 3年以上・・大橋 Rの 5名とする。（承

認）

6. その他

  ①地区からの My Rotary への登録依頼の件

⇒まずは山田 R に My Rotary について調べ  

ていただき、会員へ案内していただく。

以上

つさまざまなリソースをダウンロードできます。

ロータリー・クラブ・セントラルやその他オンラ

イン・ツールを利用して、ＲＩの内容やロータリ

ーの動きが理解でき、きっとロータリー活動が楽

しくなると思います。

私もそうですが、皆さんの中にも、ＩＴを扱うの

が厳しい年齢の方もおられると思いますが、ぜひ

トライして下さい。この７月１日から、ロータリ

ーメンバーには新しい会員プログラム「ロータリ

ー・グローバル・リワード」が始まりました。

パソコン・スマートフォン・タブレット端末から

利用できる新しいプログラムです。このプログラ

ムを利用すれば、世界各地でレンタカー、ホテル、

レストラン等の割引を受けることが出来ます。た

だし、割引を利用できるのは、繰り返しますが、

マイ・ロータリーに登録した会員のみとなります

ので、ぜひ登録をして活用して下さい。もしわか

らないことがあれば、地区広報委員会に問い合わ

せをいただければ、ご説明をさせていただきま

す。

それでは最後に、１２月４日・５日に開催されま

す２６６０地区 地区大会のＰＲビデオをご覧

ください。

今回は従来の地区大会と違って、少し変則的な開

催となります。

一日目は、ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会から始

まり、晩餐会はリーガロイヤルホテルの宮川シェ

フが大阪産の旬の食材を使いおもてなしをさせ

ていただきます。

二日目は、１１時から世界的に活躍する若きアー

ティストのヴァイオリニスト 庄司 紗矢香さ

んとピアニスト 小菅 優さんの「夢のデュオ・

コンサート」が開催されます。ぜひロータリアン

の皆さんをはじめ、お子さん、お孫さん、ロータ

ーアクト、インターアクト、ご友人の方々、多く

の方に素晴らしい演奏をお聞き頂きたいと思っ

ております。

メインの特別シンポジウムは“究極の職業奉仕”

「関西発のイノベーション―最先端研究から創

薬へ」のタイトルで、大阪大学 岸本名誉教授、

京都大学 本庶名誉教授、お二人による基調講演を

開催致します。どうか、ふるってご参加いただきま

すようお願い申し上げます。

最後に、八尾東ロータリークラブの益々のご繁栄を

祈念しまして、公式訪問を終わらせて頂きます。有

難うございました。



第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY 


