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本日の行事予定 (2013 年 7 月 19 日) 

第 2931 回例会 

≪クラブフォーラムⅡ≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 2930 回 ‘13 年 7 月 12 日（金）晴れ 

≪クラブフォーラムⅠ≫ 

ストレッチ体操 浅井彦治君  

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

ソングリーダー 加藤泰一郎君 

会 員 総 数 67名      6月 21日例会分訂正 

出席免除会員 20名      欠 席 会 員  14名 

本日出席会員  58名      MAKEUP会 員   7名 

本日の出席率 86.57%     訂 正出席 率 98.39% 

超 過 出 席  篠田廣君、滝川林一君、鈴木吉男

君（RI リスボン国際大会第 2760 地区千田ガバナ

ーを囲む夕食会）、鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺

島淳一君、田中正明君、加藤則之君、野々山勝也

君、三谷栄一君、服部貴君、山田勝弘君、加藤泰

一郎君、八谷潤一君、余郷利彦君（第 3 回次年度

役員理事委員長会議）、堀田力男君、猪飼允利君、

稲垣宏高君、篠田廣君、滝川林一君、水野人志君

（親睦活動委員会） 

 
会長挨拶 

鈴木吉男会長 

「決議 23-34 サブタイト

ル“綱領に基づく諸活動に

関するロータリーの方針”」

ロータリー全般にわたって

奉仕の実践をめぐる個人奉

仕か団体奉仕かに対する長い間の論争に終止符を

打つものであると同時に、RI、クラブ、ロータリ

アンの機能を明確化しロータリアンとクラブが行

うロータリーの諸活動に関する根源的な指針とな

るものである。また RI 第 14 回国際大会により決

定された。 

 6項目からできているがその主な方針とは、 

① ロータリーは基本的には一つの人生哲学であ

る。その哲学とは「超我の奉仕」であり、「最

もよく奉仕する者最も多く報いられる」という

実践理論の原則に基づくものである。 

② 第一に、奉仕の理論が職業奉仕及び人生におけ

る成功と幸福の真の基礎であることをクラブ

として学ぶこと。 

第二に、自分たちの間においても、地域社会に

おいても実際例をクラブで示す。 

第三に、各人が個人としてそれぞれの職業及び

日常生活において実践に移すこと。 

第四は、個人として、またクラブとしてもおお

いにこの教えを説き、その実例を示すことによ

り、ロータリアン以外の人々に受け入れられる

ようにすること。 

③ ロータリーの哲学も単に主観的なものであっ

てはならず、それを客観的な行動に表されなけ

ればならない。ロータリアンも、ロータリーク

ラブも奉仕の理論を実践に移さなければなら

ない。 

④ ロータリーは一般的な奉仕活動を理解し、標準

化し推進し、これに関する有益な示唆を与える

ことにあっても、それを命じたり禁じたりする

ことは絶対にしてはいけない。 

⑤ 一般的にいってロータリークラブはどんな立

派な事業であっても、クラブがその遂行に対す

る責任の全部、または一部を負う用意と意思の

ない限りその後援をしてはならない。 

⑥ 単に社会奉仕の枠組みを定めた規約ではなく

ロータリーの哲学、ロータリークラブ、RI と

の定義とそれぞれの役割を定めたものである。 

それまでの社会奉仕事業 

社会奉仕第 1号 1906年シカゴ市に公衆便所 

1912年 身体障害時問題が各クラブ共通関心事 

1918 年 オハイオ州エリリアンロータリーにお

いて、先天的な障害を負った不幸な子供たちを救

おうと、エドガー・アレンが入会し、近隣のクラ

ブに積極的に働きかけた。1922年ロサンゼルス国

際大会にて決議をされた。23年、セントルイス大

会にて「国際社会から身体障害者児童事業の負担
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を軽減するための障害児事業に関する方針を発表。

人頭割として１ドルを特別寄付として徴収しよう

とした。ロータリーの本質に関わる問題とし、ロ

ータリーは空中分解寸前という歴史に残る大騒動

になった。 

何が問題になったのか（反対意見） 

1. ロータリーは職業人の組織だから事業上の問

題に力を注ぐべきであり、社会問題については

幅広く関心を寄せるだけでいい。 

2. 個人奉仕が主体であり、直接関与すべきでない。 

3. 社会問題にのめりこむとロータリー本来の面

目が損なわれる。 

4. クラブは独立の存在であり、完全自治権があり、

他からあれこれ振り回されるいわれはない。 

1922 年から 23 年にかけて理論派と行動派の主張

を取り入れた 23-34 の決議案をテネシー州ナッシ

ュビルロータリーが提出することとなった。今でも

ロータリーの歴史上の重要決議と言われています。 

                         
幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. 前回例会でお配りした

会員名簿の訂正シール

に誤りがありましたの

で本日再度お配りしま

した。大変申し訳ござい

ませんでした。 

2. 本日、津島ロータリークラブ創立 60 周年記念

誌をお配りしました。 

3. 本日、第 2サンガーデンパーティールームにて

午後 7：00より米山奨学生、マルディス君の歓

迎カラオケ大会が開催されます。 

4. 次週例会もクラブフォーラムとなります。役

員・理事・委員長の皆様はご準備を宜しくお願

い致します。なお、発表原稿は翌週火曜日の午

前中までに事務局にメールでお願いします。 

5. 前年度行いました次年度第 1回～第 3回の理事

会での承認事項が先週 7/5(金)に開催しました、

第 1回役員・理事・委員長会議にて一括承認を

頂きましたので、その中で例会及び会費に関わ

る事項をこの場をかりてご報告いたします。 

① 年会費を減額させていただきました。 

② 例会食事費を減額させていただきました。 

③ テーブル上の一輪ざしの花飾りをとりやめ

ました。 

④ 例会進行で前年度まで会長挨拶後のお食事

時間だったのを、会長挨拶前のお食事時間

に変更させていただきました。 

⑤ 卓話講師のお車代を変更させていただきま

した。 

⑥ 夏場のクールビズ期間を 6 月 1 日～9 月 30

日とさせて頂きました。この間はニコボッ

クス内規の無バッチは該当しませんのでよ

ろしくお願いします。また、内規にありま

したシニア、アクティブバッジの項目を削

除しました。 

⑦ 7 月 19 日(金)に臨時総会を開催する予定で

したが会計の都合上 8 月 2 日(金)に変更い

たしました。  
以上です。ありがとうございました。 

 
ニコボックス報告 第 2930回分 

余郷利彦ニコボックス委員長 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会

長、寺島淳一幹事 ①本日の

クラブフォーラムよろしく

お願いします。②連日猛暑日

が続いていますが、皆様お体

には十分お気を付けくださ

い。 

佐藤敬治君 ①先週 5日に名

古屋マリオットホテルで、大

村愛知県知事、伊藤忠彦衆議院議員、全国味噌連

合会会長、全国醤油連合会会長をお迎えして、総

勢128名で愛知県味噌醤油組合創立60周年記念式

典・懇親会を盛大に行うことができました。なん

とか理事長の役も果たせてほっとしています。愛

知県下 46社の組合員ですが、創業 200年以上の会

社が 6 社ありました。ちなみに弊社は、来年で創

業 140 年を迎えます。②松崎先生にお世話になり

ました。 

宇佐美三郎君 東京江東区若洲ゲートブリッジに

オープンしました。 

浅井彦治君 ロータリーゴルフの幹事になりまし

た。入会よろしくお願いします。 

山田勝弘君 加藤泰一郎さんのおかげですばらし

い記念誌ができあがりました。 

生田達一君 60周年記念誌、本日お配りできまし

た。ご協力ありがとうございました。 

伊藤哲朗君 誕生祝に枕を採用いただき、ありが

とうございます。高さも調節タイプですが、でき

ないと思われる方は、当社でお手伝いいたします。

枕をお持ちください。 

余郷利彦君、服部貴君、岡本康義君、三谷栄一君、

宅見康悦君、八谷潤一君、加藤則之君、伊藤哲朗

君、篠田廣君 60周年記念誌に写真が載りました。 

浅井賢次君 ニコボックス委員会のみなさん、ご

くろうさんです。 

浅井彦治君、余郷利彦君、伊藤誠君、浅井賢次君、

堀田力男君、伊藤幸蔵君、水野憲雄君、山本達彦

君 ウィークリーに写真が載りまして。 

安江正博君 余郷委員長に通行税をお支払いしま

す。 

山田清三君 鬼（余郷委員長）の居ぬ間に。 

余郷利彦君 猛暑が続いております。体に気を付

けてください。 

稲川明俊君、日比一昭君、大河内勝彦君 その他。 
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≪クラブフォーラムⅠ≫ 

田中正明社会奉仕委員長 

1. 津島市立図書館及び

愛西市中央図書館の

ＲＣ文庫への必要な

図書、資料または備品

を寄贈する。 

2. 地域内他団体の協力

を得て、環境保全の意

識の向上を図ると共

にさらなる社会奉仕事業を開催する。 

3. ボーイスカウト、ガールスカウト等の団体に

協力する。 

4. 彩雲館をはじめ福祉施設の就労支援をすると

ともに、環境保全活動に対して積極的に協力

する。 

5. 会員の職場や家庭において、環境保全に対し

意識の向上が図れ、行動ができるよう理解を

深めることに努める。同時に地元企業と協力

し環境保全に努めていきたい。 

6. 60 周年記念事業で寄贈した時計台に信長の

キャチフレーズプレートを制作し設置する。 

7. 海部郡が誕生し今年度 100 年を迎えるにあた

り、津島ＲＣ・あまＲＣと海部歴史研究会と

の三団体協働事業を行う。 

 

加藤則之新世代委員長 

1. 地域の子どもたち

と一緒に、郷土の

文化に触れてゆこ

う！ という『天王

子ども塾』の活動

を支援する。 

2. 青少年交換事業で

派遣とともに、留学生受け入れ、支援・サポ

ートする。 

3. エリア内の高等学校に対して、社会奉仕・国

際理解に対する指導力を有するインターアク

ト・クラブ設立の働きかけを行う。 

 

河西あつ子職業奉仕委員長 

1. 引き続き毎月第一例会

のロータリーソングの

『四つのテスト』を継

続実施する。『四つの

テスト』のパネルを例

会場に掲示して、ロー

タリアンの職業奉仕を

啓蒙する。 

2. 会報に適宜「職業奉仕

に関するコラム」を掲載。 

3. 職業奉仕月間には職業奉仕についての卓話を

用意する。 

三谷栄一国際奉仕委員長 

○ 姉妹クラブ・台北滬尾ロ

ータリークラブとの友好

について―創立 8 周年

記念式典への参加を奨励

する。 

○ RI及び地区のＷＣＳ事業

に協力参加する。 

○ RI国際大会（オーストラ

リア・シドニー2014 年 6 月）への参加を奨励

する。 

○ 海外ロータリークラブでのメーキャップを奨

励する。 

○ 海外での大規模な自然災害等の発生時に義援

金を募る窓口となる。 

 

山本達彦米山奨学委員長 

1. 普通寄付金は、会員 1

人当たり 5,000 円とす

る。 

2. 米山功労者の表彰は累

計 10 万円ごとに行わ

れるので、パスト会長

始め多数の会員の皆様

に米山功労者になって

頂くようお願いをする。 

3. インドネシアからの米山奨学生マルディアン

シャ・マルディス君（名大生）との交流、支

援をする。 

 

山田勝弘会員増強委員長 

近年、なかなか会員の

増強が進まず、むしろ減

少傾向が続いています。

会員選考も職業分類もま

ずは新しい会員に入会し

ていただかなくては行え

ません。 

本年は純増 2 名を掲げ

ておりますが、実際には

5 名以上の新入会員に入

会して頂き昨年の期首の会員数に近づけたらと思

います。8 月には地区の会員増強委員長を講師に

お迎えして卓話を頂きます。まずは会員の皆様お

一人お一人が新しい（過去にお名前の上がってい

ない）会員をご紹介いただき、ロータリーの楽し

さ、素晴らしさを伝え、一人でも多くの会員増強

に繋げていきたいと思います。 
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次回例会 
第 2932 回 ’13 年 7 月 26 日（金） 

卓話担当：猪飼允利君 

講  師：日本ゴルフ協会会員（プロ） 

      中山宗義氏（桑名ＣＣ所属） 

演  題：「ゴルフボールの歴史と 

        クラシックスィング」   
  

お知らせ 

■第 1 回新世代委員会 

と き：7 月 23 日（火）18：00 

ところ：東照庵 

 

■決算理事会 

  と き：7月 26日（金）13：30 

  ところ：ツシマウール会館 2階 

誕生日祝福(7月) 

八谷潤一親睦活動委員長 

 

 

 

伊藤彰浩君（ 9日） 

住田由純君（11日） 

伊藤雅昭君（15日）   

伊藤祥文君（15日） 

開田 広君（15日）   

寺田健一君（18日） 

篠田 廣君（20日）   

伊藤哲朗君（26日） 

 

夫 人 

水野憲雄夫人 ( 2日）  

伊藤哲朗夫人（ 2日）  

根崎健一夫人（ 9日）  

伊藤 誠夫人（10日） 

児玉 昭夫人（22日） 

中野義光夫人（29日） 

伊藤雅昭夫人 (30日） 

前田昭生夫人（31日） 

 

結婚記念日祝福 

篠田 廣君（20日） 生田達一君（ 6日） 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学委員会報告 

山本達彦米山奨学委員長 

7月 12日(金)19：00より、第二サンガーデン・

パーティールームにて、2013年度米山奨学生・マ

ルディアンシャ・マルディス君の歓迎カラオケ大

会を開催し、10名余りが出席しました。ラマダン

最中のマルディス君のため、日没（19：09）まで

待った後、みんなで大いに歌って楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←会員の

誕生祝

い「枕」 

↑ご夫人の誕生祝い

のプリザーブドフ

ラワー 

 今度歌うのは、

えーっと？ 


