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良き出会いを大切に！
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四
四つ
つの
のテ
テス
スト
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

Rotary International
国際ロータリー会長

ジョン F. ジャーム

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：中澤
剛
●幹
事：高橋 広一
●会報委員長：上山 惣太

☆卓話「高校野球の歴史と現状」谷村 政哉会員
第 2100 回例会
① 開会 点鐘

＊8/20（土）

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

クラブ職業奉仕委員長 地区委員

③ ビジターの紹介

於：大阪科学技術センター

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

登録 13：30～

高橋会員、堀内会員、武田会員

大松

合同勉強会

401 号室

会議 14：00～16：00
桂右職業奉仕委員長

出席予定

浦本夫人、髙岡夫人
⑤ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

2016 年 7 月 29 日（金）
出席報告

⑥ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑦ 卓話 ｢誕生日｣
⑧ 閉会

高橋 広一会員

点鐘

＊例会前：8 月度定例理事会

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2099 回

28 名

17 名

81.0％

第 2097 回

28 名

18 名

85.7％

備 考
出席義務免除
7 名（出 0）
補
填
0名

ニコニコ箱
●浅野様、岩橋様、本日はようこそおいで下さいま

＊8/5（金）新旧理事役員慰労会

した。

於：エクシブ有馬
上田会員、上山会員、鈴木会員、山田会員
石川会員、高橋会員、中澤会員、髙岡会員
参加予定

＊8/12（金）は定款による休会
第 2101 回例会

●東大阪中央ＲＣ 浅野様、岩橋様、ご訪問ありがと
うございます。
鈴木さん、卓話宜しくお願いします。
早退させて頂きます。

長尾 穣治会員

●鈴木さん、卓話宜しく。

浦本 修三会員

●鈴木会員の卓話楽しみにしています。
森下 慶治会員

8 月 19 日（金）

●浅野様、岩橋様、ＩＭの御案内ありがとうござい

☆｢ロータリーの友｣紹介
辻田

中澤 剛会員

摂広報・雑誌委員長

ます。

山田 哲男会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●鈴木さん、卓話楽しみです。

大橋 秀造会員

●①浅野様、岩橋様、ＩＭホストご苦労様です。
②卓話よろしく！

鈴木 洋会員

●鈴木さん、卓話「ロータリー100 の言葉」楽しく聞
かせて頂きます。

められていたわけではなく、いわば創立準備会
を行ったにすぎなかったようですが、後年にな
ってこの日をロータリー創立記念日と制定した
ようです。

桑田 タア子会員

初日に集まった４人の中で、ポール・ハリス

●浅野実行委員長、委員の岩橋さま、表敬訪問いた

とシルヴェスター・シールは、特に親しい間柄

だきありがとうございます。創立当初から佐谷さ
んには大変御世話になりました。私は 5 年後に入

であったようです。
ロータリー歴史書の中でシルヴェスター・シ

会しましたが、当時を想い、懐かしく思います。

ールの名前は、創立時の記事以外にはほとんど

池本 繁喜会員

見る事がないようですが、ポール・ハリスの書

●東大阪中央ＲＣ 浅野光男様、岩橋竜介様、ご訪問
ありがとうございます。

物では、遠方のＲＣに出かける時は、ほとんど
同伴していたとの事です。

鈴木会員、卓話宜しく。

また、現在、２人の墓もシカゴ郊外のブルー

私、皆出席祝を頂き、ありがとうございます。
石川 義一会員

アイランドにあるマウントホープ墓地で隣あっ
ているとの事です。
このような事から非常に強い絆で結ばれたメ

東大阪中央ＲＣ様

ンバーが集まってできたクラブがロータリーの
歴史の始まりであるようです。

●今回合計
●会費と納入分

幹事報告

6,000 円
185,000 円

①7/30（土）に 2016-2017 年度 第 1 回クラブ国
●累

計

230,000 円

7 月皆出席祝
石川会員

際奉仕委員長会議が開催され、武田国際奉仕委
員長の代理で鈴木奉仕活動委員長が出席予定

会長の時間

です。

本日は、ロータリークラブ創立メンバーについて
調べてみました。
創始者であり弁護士であるポール・ハリス、石炭商
のシルヴェスター・シール、鉱山技師のガスターヴ

「ロータリー100 の言葉」
鈴木

洋会員

ァス・ローア、洋服業のハイラム・ショリーの４人
が、創立メンバーとされているようです。
日本では、日露戦争の渦中であった 1905 年、この

今日はロータリーに関する 100 の言葉を、皆様に
見ていただき、考えていただく機会にしました。

４人は、アメリカの中西部の大都市シカゴで、かね

いくつの言葉が分かるかを自己採点してみてく

てから新しいタイプのクラブ結成を目指そうとして

ださい。又「あなたへの質問」は内容を理解する

いて、2 月 23 日に具体的な話し合いを行ったのがロ

だけでなく、自分の言葉で話す、或いは書くこと

ータリークラブの始まりのようです。

により理解が深まることを期待しています。分か

この時はまだ、クラブの名称も規則も役員も何も決

らない言葉を調べる資料を一部紹介します。

１

2015 年版「ロータリーの心と実践」

2660

る態度も変化しました。奉仕の心が少しわかりまし

地区

た。

２

５

わかりやすいロータリー（いまさら人に聞け

ない）改定第 5 版

2650 地区

３

ロータリーの友

４

手続要覧（2013 年版）2016 年版は 11 月ごろ

発行予定
５

ロータリー章典（RI 理事会の決定事項集）

最近は英文のみＲＩのホームページから。
６

定款、細則（ＲＩとクラブの両方）

７

地区、ＲＩのホームページ

８

ロータリー文庫

９

ＲＩ発行の書籍（日本語の書籍リストあり）

資料中の「貴方への質問」に関し私の考えを以下
参考に記します。
１

貴方にとってロータリーとは何ですか？
＊人生の道場です。
＊心のオアシスです。
＊奉仕の実践の場です。

２

貴方はロータリーから何を得ましたか？
＊素晴らしい多くの友を得ました。
＊道徳観、倫理観が向上しました。
＊奉仕の喜びを知りました。

３

貴方の心に残るロータリー体験は何です
か？
＊入会して 3 年ごろに、2660 地区がインド
に建設した貧しい家庭の子供を受け入れる
小学校を訪問し、子供たちの輝く目と出会
い、僅かながら運営費用の奉仕に参加できた
ことです。これが私の奉仕の原点になりまし
た。
＊台湾のロータリークラブを訪問したら、米
山奨学生 OB ばかりのクラブで、例会の公用
語が日本語であったことです。

４

貴方がロータリーに入って変わったことは
何ですか？
道徳観、倫理観が向上し、仕事お客様に対す

貴方はロータリーになにを与えられますか？
自分が受けた、喜び感動を新しい会員さんにも
感じてもらえるようにしたい。
以上

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

