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2014年9月4日

本日のプログラム

第1026回（本年度 第8回）例会

次回 9/11 のお知らせ

♬SONG : 「われら中之島」
●卓話　
　永井 俊行 会員
■10月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　青少年委員会卓話
　松任 保勇 委員長

会長挨拶
会長代理　山本 　肇

今日は突然下岡会長が倒れられ、私が会長代理を務めさせて戴きま
す。下岡会長が早く良くなり来週の出席楽しみにしています。

今日は何の日（8月28日）
● アメリカ合衆国がミッドウェー島の領有を宣言（1867年）

慶応2年  147年前

● トヨタ自動車設立（1937年） 昭和12年  77年前

● ボリショイ・バレエ団が日本初公演（1957年） 昭和32年  57年前

● 初の「気象予報士」の国家試験。合格率は18％
（1994年）　平成6年  20年前
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第 2660 地区

2014-15年度第1025回（第7回例会）
幹事報告 (8/28)

幹事  辻　 義光

■本日は13時より社会奉仕委員会のクラブフォーラム
です。辻一夫委員長よろしくお願いします。

■8月30日（土）地区ロータリー財団セミナーが大阪
YMCA会館で開催されます。会長、ロータリー財団、社
会奉仕、国際奉仕各委員長ご出席お願いいたします。
　同日、2013-2014年度青少年交換帰国学生報告会
及び2014-2015年度来日学生歓迎会がシティプラ
ザ大阪で16時から開催されます。関係者の方ご参加
お願いいたします。

■9月4日（木）9月は新世代のための月間です。青少年
活動の松任委員長の卓話です。

■9月6日（土）第1回クラブ職業奉仕委員長会議が薬業
年金会館において9時より開催されます。福田職業奉
仕委員長、よろしくお願いします。
　また同日、地区米山セミナーがOMMビルで12時30
分より開催されます。
　このセミナーは10月の米山月間を前に米山記念奨学
制度の成り立ちやこれまでの実績を伝えて、米山奨学
事業への理解を一段と深めて頂こうとの趣旨の元開
催されます。

■9月6日（土）第31回甲子園大会にわが野球同好会が
参戦します。皆様応援よろしくお願いします。

■地区米山奨学委員会より「米山奨学生レクリエーショ
ン」のご案内が来ています。
　日時は10月12日（日）宝塚公演の鑑賞と懇親会と
なっています。申込は9月19日（金）まで。米山奨学カ
ウンセラー村橋会員よろしくお願いします。

先　附 穴子と胡瓜の酢の物
蓋　物 鯛あら焚き　笹垣牛蒡
握り寿司盛合せ
 鱸　烏賊　海老　細巻き寿司　鰻ちらし寿司
 赤だし汁

＊民放テレビ放送開始の日
1953年8月28日、今から61年前、日本テレビ放送
網がテレビ放送を開始した。同年2月1日の日本放
送協会（NHK）の約半年後で、民放では初。
初日は吉田茂首相も参加して、開所式が行われた。
翌29日にはプロ野球の読売ジャイアンツ－大阪タ
イガース戦が生中継された。また翌年からはプロ
レス中継が始まり、外国人レスラーと対戦する力
道山や木村政彦の姿を見ようと、街頭テレビに多く
の人が押し寄せた。

＊テレビCM第1号は正午の時報
1953年（昭和28）は、わが国のテレビ元年。
2月にはNHKが放映を開始し、街頭テレビには多く
の人々が群がった。
民間テレビ第1号は日本テレビで、この年の8月28
日午前11時20分から放映を開始。
初のテレビCMは服部時計店（精工舎）の時報ス
ポットだった。
しかし、フィルムを裏返しにかけてしまい、3秒程で
中止されてしまったとか。

【誕生】
ゲーテ（小説家・1749年　昭和25年 寛延2年）
岡野俊一郎（日本サッカー協会名誉会長・

1931年 昭和6年）
市川義美（いちかわよしみ）（大阪の実業家、馬主・

1936年 昭和11年）

【忌日】
ヨハン・ショーベルト（作曲家・1767年 明和4年）
犬養 健（いぬかいたける）（政治家・1960年 昭和35年）
ジョン・ヒューストン（映画監督・1987年 昭和62年）

●誕生日
高島 凱夫 ［20日］

●事業所設立記念
永井 俊行 株式会ヴィクトワール［昭和56年］

Congratulations!9月のお祝い9月のお祝い

本日のメニュー



「2010～11年度　クラブ社会奉仕活動アンケート」の分析（抜粋）

辻 一夫 委員長

Ⅰ.『①次年度の社会奉仕活動について具体的に計画さ
れていることがあれぼお教えください』

Ⅱ.『③社会奉仕に対する疑問点問題点ご希望およびご
意見ご質問があればお聞かせください』

Ⅲ.2660地区の社会奉仕活動（HPから）

①ベトナム ホーチミン市立工業大学「グリーン・サ
マーキャンベーン2014」参加報告によれば

　● クオイ・ディエン小学校
　　⇒ 奨学金とノートブックを手渡し

　● ダイ・ディエン小学校
　　⇒ 奨学金とノートブックを手渡し

　● ダイ・ディエン地区の貧しい地区の視察

②ポリオ撲滅の取り組み

③税理士法人事務所への出前授業
「ゴムはなぜ伸び縮みするのか」

④箕面市教育委員会へ「熱中症指数測定器」を60個
寄贈

⑤みんなで聴こう「日本センチュリー交響楽団」へ協
賛し市内の小中学生無料招待の一助を担いました。

⑥「ロータリーXmas in US」を開催し児童養護施設
の子供達を招待しました。

⑦保育所の修繕事業として、子供達と共にペンキ塗
りに励みました。

⑧障害者の雇用に関する啓発セミナーや養護学校
の生徒やその保護者に対する就学セミナー、それ
に就学支援者に対するセミナー等を多数回開催し
ました

⑨社会福祉法人へ「織り機」を寄贈。障害者の働く意
欲の向上にむけて支援させていただきました。

⑩「認知症を知ろう ～予防・早期発見・治療・ケア～」
の講演会を開催しました。

⑪「青色防犯パトロール」団体として警察署から認定
を受け、例会終了後、幼稚園・小学校・中学校エリ
アを中心に防犯パトロールそして、安全で安心し

件数
割合（％）

対象クラブ
85
100

記入有
75
89.4

記入無
10
10.6

1
2
3
4
5
6
7
7
7
10

福祉施設への関連（老人施設も含む）
環境保全活動（清掃活動も含む）
青少年に対する活動（教育施設への寄附も含む）
献血運動への協力
防犯・交通安全活動
文化事業への協力（美術展の協賛を含む）
薬物乱用防止活動
市民祭等へ参加
スポーツ大会の主催等（ソフト・サッカ一等）
救急救命救護運動

件数
32
23
17
14
12
11
8
8
8
5

内容 割合（％）
21.5
15.4
11.4
9.4
8.1
7.3
5.3
5.3
5.3
3.3

件数
割合（％）

対象クラブ
85
100

記入有
28
32.9

記入無
57
67.1

件数
割合（％）

質問
1
3.3

問題点
12
40.0

希望
12
40.0

意見
5
16.7

計
30
100

（累計）

記入事項の集約

質問点

問題点

希望

・ ローターアクトは将来ロータリアンになれるのか
・ 社会的認知度（4）
・ 社会奉仕の間口が広くターゲットをしぼること困難
・ 単年度事業か継続事業かで意見が分かれている
・ 少人数クラブなので活動に制約（2）
・ 社会へ還元する奉仕には限りがある
・ 施設によって支援に偏りが見られる
・ 単年度人事のために前年踏襲型になりやすくなっている
・ 統一テーマの設定
・ 補助金がほしい（6）
・ 次年度方針の策定のために必要な資料・データの提供を！
・ ロータリー間で情報を共有したい
・ 補助金の申請は簡素にできないか
・ 「子供達に光があたる」奉仕の実施例とアイデアを

内容

記入事項の集約

希望

意見

・ どこからも支援を受けていない施設を紹介して欲しい
・ 数クラブ合同で行う社会奉仕を（2）
・ 高齢者施設にはどんな支援が喜ばれるのか
・ 骨髄パンクドナーのその後の健康状況を教えて欲しい
・ 未経験な活動なのでよろしく指導して欲しい
・ 地域密着型の事業をやりたい。地域社会に貢献したい
・ ロータリーにおける社会奉仕活動は
　①「自助努力」を助けるため
　②あくまで個人奉仕の原則を
　③団体的金銭的、永続的活動の禁止
　こうした観点に立てば地域諸団体への支援方式は見直す
　べきではないか
　　　　

⇒

・ 従来の寄付協力型から見える参加型への変更

・ クラブのテリトリー内での活動を一つはやるべき
・ 教育面等人間形成に資する活動はどうか

⇒
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嶽下：ニコニコ
村橋：辻さん卓話よろしくお願いします。
辻（一）：社会奉仕クラブフォーラムよろしくおねがい

します。
吉田：ニコニコ
高島：涼しくなりました。ニコニコ
小林：下岡会長が貧血で倒れられたとのこと、同い年

ですが70近くなると無理できませんね。
井戸本：ニコニコ
岡本：涼しい　ニコニコ
栗山：先週欠席のお詫び

本日合計 : ￥20,000
累　計 : ￥284,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 1名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 19名 外国ゲスト 0名
欠席者 9名

出席率 67.85%
7月24日の修正出席率 82.14%

●メイクアップ
井戸本 泰次  7  月26日 広報委員長会議

●本日のビジター
大阪南RC 米田 幹郎 様

テーブル別発表

発表者：嶽下 勇治

論点1
地域のニーズをどのように把握するか
○会員個人からの情報を集める
会員の中には、会員個人の近辺からのニーズを
すでに把握していることも考えられる。このような
ニーズには会員の想いが十分に入っており、クラ
ブのプロジェクトとして実施された場合には、会
員にも大きな賛同を得られるものと思われる。
○情報を集める機会をつくる
このため、会員の情報をいかにして吸い上げる
かが問題であるため、クラブ協議会、クラブ
フォーラムなどの機会を十分生かす必要がある。

論点2
多くの参加が見込まれる社会奉仕活動について
○喜びや感動を与えるようなプロジェクトには多く
の参加者が見込まれる
奉仕活動は、参加するだけでは奉仕活動は長続
きしない。受益者だけの喜びだけでなく奉仕をす
る我々自身も同じような喜び、感動を受けなけれ
ばならない。
論点1のとおり、会員個人の近辺のニーズにはそ
の会員自身の強い想いもあると思われる。クラブ
で実施した場合、他の会員にもその想いは十分
に伝わるはずであり、多くの賛同者も得られるこ
とと思われる。

発表者：木村 眞敏

論点1
社会奉仕における地域ニーズをどのように把握したら
よいのでしょうか。
○その地域に関係する職業のロータリアンから情
報を提供してもらう。
○インターネットのラインから情報を取得する。但
し、虚偽情報も混在するので、情報の評価を怠っ

発表者：杉村 雅之

○“I Serve”の観点から各会員がニーズをひろいあ
げる。
○地域のイベントに参加しブースを設けニーズを
ひろいあげる。
○クラブ会員がいろんなファーラムや講演に赴き
情報を得る。

てはならない。
○その地域の区役所等の担当部門から情報を収取
する。

論点2
「I serve」の理念に立って多くの参加が見込まれる社
会奉仕活動には、どんな工夫をすればよいか。
○まず、ロータリークラブにとっての社会奉仕とは、
「We serve」ではなく「I serve」、つまり、お金を寄
付してよしとするのではなく、その奉仕活動に各
メンバーが参加しなければならない。
○参加が多く見込まれる社会奉仕活動となるため
には、参加者がその事業の意義、趣旨等を理解
していることが前提であり、そのためには上記意
義等の丁寧な説明が必要であろう。

て暮らせる町づくりを支援しています。

⑫東日本復興支援事業として、宮城県石巻市の名産
品を市民まつりで販売しました。

⑬「薬物乱用撲滅キャンベーン大会」を開催し、教育
長や市長をまじえたパネルディスカッションや各
種アトラクションで薬物乱用の危険性を広く青少
年に呼びかけます。

論点1
社会奉仕における地域のニーズをどのように把
握したらよいのでしょうか

論点2
「I serve」の理念に立って多くの参加が見込まれ
る社会奉仕活動には、どんな工夫をすればよい
のでしょうか

Ⅳ.討議のテーマ

私達の社会奉仕活動は、このままでいいのでしょうか。
本当に必要な奉仕活動となっているのでしょうか。


