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本日の例会

次回６月１６日の予告

RC ソング「我等の生業」

６月２日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２４名

　出席免除者４名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　４名

　出席率 85. 71％　　　5 月 12 日の修正出席率 96.5 5％

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 四つのテスト」　
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

クラブ協議会 (委員会活動報告）

お祝い

　　　　　　　「君が代」「奉仕の理想」ＲＣソング

卓　話【 脳卒中とは 】

咲　山　会員

　鳥居志保さん(富田林RAC

　　　　　 元 堺女子高校IAC）

お客様紹介

●６月のお祝い●

＜会員誕生日＞

　咲山 会員　　　寺山 会員　　　高橋 会員　

　戸松 会員　　　八百 会員　　　吉村 会員

＜奥様誕生日＞

　篠田 様　　　　高松 様　

＜結婚記念日＞

　中村 会員　　　

＜創業記念日＞

　松永 会員

＜入会記念日＞

藤田会員／H21 年6 月27 日(満6 年・皆出席4 回）

橋本会員／S59年6月5日(満31 年・皆出席30回）

中野会員／H6年6月28 日(満21 年・皆出席15回）

奥野会員／H22 年6 月29 日(満5 年・皆出席3 回）

阪上会員／H25 年6 月18 日(満2 年・皆出席1 回）
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委員長報告

高　松　幹事幹事報告

会長の時間 小　寺　会長

●ガバナーから中野会員にRLI(Ⅲ）の修了証書

が届きました。どうもご苦労様でした。また頑

張って頂きたいと思います。

●5 月 30 日(土）次期理事委員長会議および懇

親会が開催されました。次年度も大いに期待で

きる抱負を聞かせて頂きましたので心強く思っ

ています。

●先日、市平会員からご案内がありました「神

話に見る国造りと現代」と題した安本産経新聞

編集長の講演会に、市平会員、高松幹事と私の

3 人で出席いたしました。日本の神話について2

時間近い講演でしたが、大変、為になる内容で、

有意義な時間を過ごすことが出来ました。市平

会員、有難うございました。

■ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会／中 野 委員長■

IM  開催の最終ご案内

　既にご案内済みの第2 回 IM が本日から3 日間、

午後6 時 30 分から事務局に於いて開催されます

ので、ご出席下さいますようお願い致します。

 元  インターアクター鳥居志保さんのご紹介

　富田林ローターアクトクラブの鳥居志保と申

します。元堺女子高校インターアクトクラブの

メンバーです。先週末に開催された高野山での

ライラ研修セミナーにて中野先生とお会いし、

堺東ロータリークラブの例会に出席したいと申

し出させて頂き、今日を迎えました。

インターアクト時代に大変お世話になり、有難

うございました。インターアクト時代の友人の

誘いで富田林ローターアクトクラブに入会し活

動していきましたが、この度、ローターアクト

クラブを卒業することとなりました。今後も皆

様のご指導を頂きながら協力させて頂きたいと

思います。

●本日例会終了後、定例理事会を開催します。

●次週、クラブ協議会を開催します。各位の棚

に資料を配布していますのでお目通しの上、次

週ご持参ください。

６月度定例理事会議事録

　　　　　　　　　　　平成 27 年 6 月 2 日(火）

報告事項

①堺11RC 連絡会報告

協議事項

①(2013 年度版)堺東ロータリークラブ定款の　

　件／承認

②ネパール地震災害義援金の件

　　ガバナーに送金する

③事務局 夏季賞与の件／承認

④5 月度収支決算の件

　・赤字の各課目は予備費より補填する

　・上松瀬年度の地区資金預り金は明確に書き

　　記し、そのまま預り金として置く

５月度 堺 11RC 連絡会議事録

平成27 年 5 月 9 日(土)

協議事項

①1. 堺シティオペラ第30 回定期公演 後援名

　　義使用のお願い（堺RC）／承認

2. 堺11RC 申し合わせ事項の件（堺清陵RC）

　　承認、別紙参照。

にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／本日のインフォメーション、親睦活

　　動委員会、委員長、ご苦労様です。

　　城戸会員、松永会員、お土産有難うござい

　　ます。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／次期委員長会議に沢山のご出席

　　有難うございました。

　　松永さん、城戸さん、有難うございます。

　　親睦活動委員会インフォメーションご苦労

　　様です。
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中村副会長／親睦活動委員会インフォメーショ

　　ンご苦労様です。

　　松永会員、いつも有難うございます。

　　結婚記念祝いを頂き感謝。

高松幹事／本日の親睦活動委員会のインフォ　

　　メーションを楽しみにしています。

　　今夜からのIM も頑張りましょう。

橋本会員／芝山委員長、インフォメーションご

　　苦労様です。

　　松永会員、ゴールデンゴルフボールを頂き

　　感謝。

　　城戸さん、お土産有難う。

市平会員／城戸さん、松永さん、お土産有難う

　　ございます。

城戸会員／本日の親睦活動委員会のインフォ　

　　メーション、楽しみにしています。

　　ホームクラブ欠席お詫び申し上げます。

上松瀬会員／親睦活動委員会の皆様、本日のイ

　　ンフォメーション、ご苦労様です。

北野会員／親睦活動委員会インフォメーション、

　　ご苦労様です。

　　松永会員、城戸会員の研修会ご苦労様です。

　　お土産有難うございます。

三重野会員／親睦活動委員会の皆様、インフォ

　　メーション、ご苦労様です。

宮園会員／インフォーマルミーティング宜しく

　　お願い致します。

中野会員／富田林ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会員の鳥居志保　

　　様、久し振りの例会出席に感謝。

　　親睦活動委員会、インフォメーションご苦

　　労様です。

沼田会員／城戸会員、お土産有難うございます。

　　松永会員、珍しいゴルフボール有難うござ

　　います。大事に飾らせて頂きます。

阪上会員／芝山委員長、インフォメーション、　

　　ご苦労様です。

　　城戸会員、お土産、地震付で頂きます。

咲山会員／松永会員、ゴールデンボール有難う

　　ございます。

　　城戸会員、お土産、有難うございます。

高橋会員／親睦活動委員会インフォメーション

　　ご苦労様です。

　　松永会員、城戸会員、有難うございました。

　　誕生祝いを頂き感謝。

寺山会員／芝山親睦活動委員長、本日の卓話ご

　　苦労様です。

　　本日は私の誕生祝を頂き感謝。6 月 9 日で

　　88 歳の米寿です。皆様のお蔭です。

 累計　1,699,000  円

インフォメーション

親睦活動委員会／芝　山　委員長

戸松会員／「春の地域安全運動」に伴い、街頭

　　犯罪防止キャンペーンに多数ご参加頂き有

　　難うございました。

八百会員／松永会員にお菓子を頂き感謝。

　　誕生日祝いを頂き感謝。

吉村会員／城戸さんに大変お世話になりました。

　　有難うございます。

　　松永さん、黄金のボール有難うございます。

　　大切にします。

親睦と親睦活動

　親睦と親睦活動は違う！

親睦と親睦活動を混同しがちですが、ロータ

リーでは、少し違うようです。親睦会やゴルフ

会に参加する事は親睦活動に参加する事であっ

て、ロータリーでの親睦とは、違った次元のも

のだと言われています。

親睦はロータリー運動を成立させる必要条件で

すが、親睦活動はクラブ奉仕に属する充分条件

の分野にあり、親睦会を欠席したからといって

会員資格を云々されるべき性格のものではあり

ません。

　親睦活動がクラブ奉仕の充分条件の範囲内で、

親睦というロータリー本来の運動を高めるため

に補助的に活動することは大切なことです。　

しかし、親睦活動委員会の任務を、親睦会の幹
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近隣クラブ例会変更

6 月 9日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 11 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

6月 17 日(水）堺中RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 18 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月24 日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

6月 24 日(水）堺中RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 25 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6月 27 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

6 月 28 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

7月1 日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

7月1日(水)堺中RC【ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ堺東】18:30

7月8日(水)堺中RC【ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ堺東】18:30

事や同好会の世話役に留めることは大きな誤り

です。

　確かに会員が心を打ち解けあう手段の一つと

して、親睦会やクラブ活動などのリクレーショ

ンも必要です。しかし親睦を深める最適な場所

は、毎週一回の定例の例会であることを忘れて

はなりません。例会において、いかに友情を深

めるかを考え実行することと、いかにして真の

親睦が保たれるような環境を整備することが最

大の任務なのです。

　ほとんどのクラブでは、新入会員は親睦活動

委員会やSAA に配属されるようですが、これは、

新人だから下働きに使おうということではなく、

親睦活動委員として毎例会、会員相互の親睦を

深める活動に従事することによって、一日でも

早く。古い会員と融和を図ることを期待してい

るからなのです。

友情溢れる例会を通じて、ロータリアンがお互

いに切磋琢磨し自己改善に努めることで、ロー

タリーの説く親睦が一層深まり、奉仕の心が高

まっていきます。

　　　　　　　　

親睦と奉仕

　親睦を目的として出発したロータリーも、長

く真摯な論議を重ねながら、大きな変貌を遂げ

ています。現在のロータリーの定款や細則の中

から親睦の文字を見つけ出すことは難しく、僅

かに親睦活動委員会の項目に、その痕跡を止め

ているにすぎません。

　ロータリーの二本の柱として、ロータリアン

のほとんどは親睦と奉仕をあげますし、新しい

ロータリー年度が始まって、新会長の挨拶

にも親睦と奉仕という言葉が述べられます。

　親睦と奉仕がロータリーライフを支える二本

の大きな柱である事は、疑いのない事実です。

　親睦が失われればクラブは崩壊するだろうし、

奉仕がロータリー運動の大きな目的である事は

疑いのない事実です。　

　しばしば、ロータリーで親睦を図ることが、

ロータリー運動のすべてであるように誤解され、

また、ゆるぎない親睦こそ、ロータリーが存続

する絶対条件だと考えられますが、しかし、親

睦はロータリー運動そのものではなく、ロータ

リーという植物が根をはり、成長するためにど

うしても必要な、最適の土壌なのです。

　ロータリーが定義する親睦とは、一体どんな

ことなのでしょうか？

結論を先に述べれば、「親睦」とはロータリーク

ラブが、クラブとして存続していく上で欠かす

ことの出来ない必要条件となる、ロータリアン

個人個人の心が結合した状態を表す概念なので

す。

　ロータリー運動の実体を、見事に表した言葉

として、「入りて学び、出でて奉仕せよ、Enter

　to learn,  Go forth to serve と言う言葉が

あります。世の中のあらゆる有用な職業から選

ばれた裁量権を持った職業人が、一週一回の例

会に集い、例会の場で、職業上の発想の交換を

通じて、分かち合いの精神による事業の永続性

を学び、友情を深め、自己改善を計り、その結

果として奉仕の心が育まれてきます。

この例会における一連の活動のことを「親睦」

と呼ぶのです。

例会で高められた奉仕の心を持って、それぞれ

の家庭、職場、地域社会に帰り、奉仕活動を実

践します。

これが理想とされるロータリーライフです。


