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本日のプログラム

第1057回（本年度 第39回）例会

次回 5/5 のお知らせ

♬SONG : 「ロータリー賛歌」
●卓話　授産学園の活動について
　講師　社会福祉法人
　　　　神戸光の村授産学園 学園長
　　　　東馬場 良文 様
　吉田 了 会員

※次週、4月30日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

■ロータリーフェスティバル 移動例会
　9：00～ ロータリー愛のパレード
 大阪市役所前  9：00集合
　10：50～ 例会

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　こんにちは。先日、京都において家族会が開催されました。会員間の
親睦と情報交換、および自由討論などで盛り上がった家族会であった
と思います。

　奥様方も多数参加されました。短い時間でしたがいろいろとお話し
をされて、ロータリーのことを少しは理解していただいたのではない
かと思います。

　また、この19日から10名で台北福齢RCの創立17周年行事に参加
いたします。その間に福齢RCでの奨学金授与式にも参加させていた
だきます。
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2014-15年度第1056回（第38回例会）
幹事報告 (4/16)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話担当は福田会員です。よろしくお願いします。

■本日「第3回若手ロータリアン勉強会、懇親会」がヴィ
アーレ大阪であります。55歳以下の会員の皆様ご出
席のほどお願いします。

■4月23日（木）の卓話は吉田会員です。よろしくお願い
します。

■4月30日（木）は休会です。お間違いようにお願いします。

■5月5日（火・祝日）ロータリーフェスティバルにおいて
移動例会を行います。
　9：00からのパレードに引き続き大阪市中央公会堂
で例会を実施します。
　それに伴い5月7日（木）の例会は無くなります。

　1. 日時　2015年5月5日（火・祝日） 10：50～11：05

　2. 場所　大阪市中央公会堂3階　特別室

■地区より「第2回クラブ職業奉仕新旧委員長会議のご
案内」が来ています。
　新旧職業奉仕委員長ご出席のほどお願いします。

　1. 日時　2015年5月9日（土） 9：30～12：30

　2. 場所　大阪YMCA会館2Fホール
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下岡：19日より台湾に行ってきます。ニコニコ
嶽下：ニコニコ
辻（義）：ニコニコ
村橋：家族会、楽しく参加させていただきました。有難

うございました。
辻（一）：久しぶりのお天気ですね。ニコニコ
針谷：ニコニコ
高島：春の家族会楽しかったです。親睦委員会の皆様

に感謝
小林：楽しい家族会でした。ニコニコ
井戸本：久しぶりの晴天ニコニコ
北村：先週4月11日の親睦家族会楽しめましたでしょ

うか。自分の不注意で最後まで同行できずにす
みませんでした。

村上：先週お休みをして選挙応援に行きましたが完
敗でした。
ニコニコではないのですが、皆さんに会えるこ
とでニコニコです。

西田：家族会楽しかったですね。ニコニコ
満村：暖かくなりましたね。ニコニコ
戸田：やっと春らしくなってニコニコ

本日合計 : ￥34,000
累　計 : ￥1,629,000

●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 83.33%
3月26日の修正出席率 93.10%

●メイクアップ
安達 昌弘   4 月  2 日 ガバナー杯野球表彰式
井戸本 泰次   4 月11日 地区研修協議会

寿司定食
先　附 青菜の胡麻和え　花弁百合根
焚　合 蛸旨煮　海老芋　筍　菜の花
手鞠寿司　　春子鯛　海老　烏賊　蛤
鰆桜寿司　ミニ鉄火丼　赤出汁

本日のメニュー

吉田ピアニストの赤ちゃんです。お名前は新平くんです。

Congratulations!



広報について

福田 忠博 会員

ロータリーには、色々な奉仕部門があり広報は「クラ
ブ奉仕」部門に属し、定款ではクラブ奉仕は「クラブ
の機能を充実させるためにクラブ内の会員がとるべ
き行動に関わるもの」となっています。

企業に例えるならば営業部門とこれを支える管理部
門に分けられ、ロータリーでは、職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕、青少年奉仕が営業部門、クラブ奉仕は管
理部門の機能の役割をすることが期待されています。

クラブ奉仕部門に含まれる委員会としては、次のよう
な小委員会があり一般的にはクラブの副会長がクラ
ブ奉仕委員長となり、これに小委員会の委員長によ
りクラブ奉仕委員会が構成されてクラブ管理運営す
ることになっています。

　小委員会
　　会員増強、職業分類、会員選考、親睦、広報、
　　会報、雑誌、プログラム出席

1.ロータリー広報の目的

ロータリー広報の目的は、ロータリアンはもちろ
ん、ロータリアン以外の大勢の人々に対してロータ
リーを理解させ、そのプロジェクトへの協力、支援
を受けることにあります。

ポール・ハリスによれば、自分だけでは大勢の人に
影響を与えることは難しい。理解を得るためには
ロータリアンだけでなくロータリアン以外の人を含
む数多くの人々に働きかけることが重要であり、こ
こに広報の必要性が生まれる。

2.クラブの広報

各クラブにおけるロータリーの広報とはどのような
ものでしょうか。

広報の対象は三つあり、一つは対外的なもの、す
なわち、地域、世界のロータリアン以外の人々に対

する広報、二つ目は他のクラブロータリアンへの広
報、三つ目は自クラブ内の会員への広報です。

広報を実行する方法としては、新聞テレビ、ラジオ
などマスメディアを通じての広報、クラブ独自の広
報イベント、パンフレットなどの刊行物、H.P.ブログ
などのインターネットによる広報があります。

しかし、最も大事な広報は、ロータリアン一人一人
が自らのロータリーを地域社会に正しく伝えること
です。つまり、ロータリーを理解し、自クラブを良く
知り、それを皆に正しく伝えることが最も効果的広
報といえます。

手続要覧の「個々のロータリアンの責務」といいう
文章に各ロータリアンは、ロータリーの使命、プログ
ラム活動に十分精通し、ロータリーとは何か、ロー
タリーが何をしているかについて自ら他の人々に
知らせ、地域社会におけるクラブの存在感を一層
際立たせる力となるように要請されるとあります。

そのためには、ロータリーを良く理解するために
ロータリーの目的を知る必要があるので、ロータ
リーの目的について少し話をします。

ロータリーの目的は、「意義ある事業の基礎として、
奉仕の理念を奨励し、これを育む」ことにある。具
体例は次の各項を奨励することになります。

①知り合いを広める
②職業上の高い倫理基準を保ち、各自の職業を高
潔なものとすること
③すべての生活面で奉仕の理念を実施すること
④国際間での理解と平和を推進すること

ここで、奉仕の理念を実践するということは、社会
や人のニーズをよくくみ取って、そのニーズを完全
な形で満たすことを責務と考えて努力を重ねると
いうことであります。

職業上の高い倫理基準を保ち、各自の職業を高潔
なものとするということは、ロータリー独自の職業
奉仕についての考え方で、職業奉仕とは、事業の道
徳水準を高め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の
理念を生かしていくという目的を持つものである。

つまり、職業奉仕は、職業を通じて社会のニーズを
ほぼ完全な形で満たすように努力を重ねることで
あり、それによって、自己の職業の品位と道徳的水
準を高めることになる。

ここで大事なことは、ロータリアンは日々の仕事を

通じて自らの道徳的能力を高め、それを社会に反
映させることを責務と考えて努力をしていくという
ことであります。そして、道徳的能力の基本は、他人
に対してどのような態度をとるべきかを適切に判
断する能力と考えられます。

その際に、相手の考えやニーズを知り、相手に対し
てとるべき態度が適切か否かを判断する必要があ

り、その適切さを判断する基準としてロータリーで
は四つのテストが一般性があり、適切なものと考え
ています。

以上のようなロータリーの目的を十分に理解した
上で、ロータリーを他人に伝えることが効果的な広
報のあり方と考えられます。
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親睦小委員会報告 委員長 北村　讓

　4月11（土）～12日（日）開催の親睦家族会に総勢40名の参加を
頂きまして、賑やかに楽しく会を持つことが出来ましたこと、誠にあり
がとうございます。

　11日土曜日は、京都ANAクラウンプラザホテルにて18時半より20
時20分迄、笛の音で始まり、その後、下岡会長の挨拶、山本直前会長
の乾杯で懇親の場となりました。宴の中ほどには、芸妓さん、舞妓さ
んが地方の三味線の音に合わせた踊りを味わいました。

途中、芸舞妓さんとの写真撮影会などもあり、嶽下会長エレクトの中
締めとなりました。8時半から場所を移し、1階のラウンジで奥様方の参加も得て2次会となりました。大いに盛り上がり
10時過ぎのお開きとなりました。

　12日日曜日はバスの前で出発前の記念撮影の後バスにて、圓通寺、円山公園、古都梅での昼食、龍安寺と巡り、比叡山
の借景、散策・花見、昼食、石庭・花見を満喫し太閤園への帰途に就き、4時過ぎ無事予定より少し早く到着いたしました。

　最後に私の不注意の怪我の為、日曜日のバスツアーに同行できなく関係者の皆様にご迷惑をお掛けしお手伝い頂
きましたこと、お詫び申し上げます。そして、皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。






