
今週の例会（2019年7月19日）

■ プログラム

■ 祝　誕生日
平山　和之（19日）

・8月2日：クラブフォーラム
　　　　　 （クラブ奉仕部門）
・8月9日：卓話担当　今井 克範 会員
・8月16日：定款の規定により例会休会

7月26日：特別卓話
　　　　　 短期交換派遣留学生

7月19日：卓話担当　平山 和之 会員

■ 今後の予定

それでこそロータリー
■ 今月のロータリーソング
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ロータリーは世界をつなぐ
2019-2020　ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）

シャボン玉飛んだ　　屋根まで飛んだ
屋根まで飛んで　　　こわれて消えた
シャボン玉消えた　　飛ばずに消えた
生まれてすぐに　　　こわれて消えた
風　風　ふくな　　　シャボン玉飛ばそ

シャボン玉
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Izumiotsu Rotary Club

週報　第3038回
会　長　中　　 透　副会長　上田 秀朗
幹　事　杉本 憲一　ＳＡＡ  瀧谷 　達

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

今月の歌

■ 次週のプログラム

■ 先週の例会
会長の時間

中　透　会長
　キリスト教絶対の当時のフランスは第一身分の聖
職者14万人、第二身分の貴族40万人、第三身分の平
民2600万人に分けられたアンシャン・レジームと
いう社会制度で治められていた。
第一、第二身分は年金支給と免税特権が認められ、第
三身分は高い税金に苦しんでいた。
ルソーやヴォルテールの啓蒙思想に共感した平民は
アンシャン・レジームに不満を爆発させた。
当時のフランスはルイ14世。15世の隣国との戦争や
アメリカ独立戦争への援助や華美な贅沢で財政は疲
弊しており、1783年のアイスランドのラキ火山の噴
火噴煙によるヨーロッパ全域における日照時間の減
少による農作物不作のため食糧事情が悪化し値段が
高騰したため高い税金に耐えられなくなった第三身
分の平民たちがルイ16世に蜂起した。　　　　　
当時は火薬庫だったバステｲ―ユ牢獄を民衆が襲撃
した1789年7月14日はフランスの革命記念日に
なっている。
その後、ルイ16世とマリー・アントワネットはパリ
市民の監視下で暮らすことになった。

　「フランス革命」
　歴史家はフランス革命を世界
史の中で最も重要な出来事の一
つであると見なしています。
日本では士農工商、インドでは
カースト制度があります。

■ ニコニコ箱
・一年間宜しくお願い致します（谷ガバナー補
  佐）
・ガバナー補佐 谷様、アッセンブリーの講評よ
  ろしくお願いします（中）
・ガバナー補佐 谷宗光様、本日はありがとうご
  ざいます（杉本）
・谷ガバナー補佐、本日はありがとうございま
  す本日のクラブアッセンブリー、各奉仕担当
  者様よろしくお願い致します（瀧谷）
・欠席のおわび（松内）
・欠席のお詫び（丹農）
・欠席のおわび（今井）

累計
ニコニコ箱合計

44,000円
16,000円

榎本（7/4 Rotary E-Club Sunrise of Japan）
原（眞）、泉谷、松村（６/２７　和泉南ＲＣ）

■ メークアップ

○バンド同好会より募集のお知らせ
　ギターあるいはベースを経験されている方で
　やってみようかなという方があればぜひ私に
　声をかけて参加して頂ければありがたいです
  （八木　秀富　会員）
○８月１２日（月）に南大阪聖書教会で献血の事
　業をしますのでご協力よろしくお願い致しま
　す
  （川端　徹　社会奉仕部門理事）

委員会報告

幹事報告　　　　   杉本　憲一　幹事

市民軍は自由主義貴族のラファイエットを総司
令官に任命し、1790年彼の提案で三色旗（現在
のフランス国旗）が革命の旗となった。
その後絶対王政から立憲王政をへて共和制へと
移り変わった。
1799年にナポレオン・ボナパルトによるクー
デターと帝政樹立に至る。

先週のプログラム クラブアッセンブリー　各奉仕担当理事

■ ビジター
ガバナー補佐
谷　宗光 様（和泉ＲＣ）

■ 出席報告 会員数41名 出席免除0名

90.91％

月日 出席率出席数 欠席 補充

7/12 37名 4名 ― 90.24％

6/28 36名 8名 4名

○和泉ロータリークラブ例会変更のご案内
　７月２４日（水）は同日午後６時から納涼例会
　８月１４日（水）は休会
○高石ロータリークラブ例会変更のご案内
　７月１６日（火）は例会場振替休日のため休会
　８月６日（火）は８月１０日（土）納涼家族会
　８月１３日（火）は休会

本年度クラブ奉仕理事を担当します南出です。宜しくお願い致します。
会員増強・クラブ研修委員会、広報・ＩＴ委員会、親睦活動委員会各委員会の事業計画
報告。
クラブ奉仕理事としましては、会長さん、理事役員会の皆様と密にしながら各委員会活
動がスムーズに進みますように、サポート役として勤めて参ります。クラブ奉仕部門理事

南出　和成

【活動計画】
• 職業上の高い倫理基準
• 役立つ仕事はすべて価値のあるものという認識
• 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすることを奨励
　し、 育むことが求められている。
　職業奉仕は、 事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重

職業奉仕部門理事
小門　茂樹
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2019 ～ 2020年度、第2640地
区では、社会奉仕部門は社会
奉仕委員会と青少年（青少年、
ライラ）委員会が統合されて
います。社会奉仕委員会は寺
田 敏也副委員長、外山 正明委
員、榎本 善夫委員と私の４名

で、また青少年奉仕委員会は櫻井 善章委員長、西
田 佳郎副委員長、村田 福男委員の３名で本年度
は活動させていただきます。
この統合から、青少年奉仕を通して社会奉仕活動
を行うという基本理念を柱の一つとするものと理
解しています。
１年間の単年度奉仕活動と3年～ 5年程度の中・
長期を目標とする奉仕活動との２本柱で活動する
ことを基本方針といたします。地域のニーズを的
確にとらえ、当クラブ会員が全員参加で地域社会
に奉仕できるように、立案と計画を行い実践して
いきます。青少年に夢と希望を与え、将来の地域の
リーダーシップとなる人材、国際社会で活躍され
る人材を育成できるように奉仕活動を行います。
認知症予防および認知症の人や家族との地域での
共生を実践し、「認知症になりにくいまち泉大津」、
「認知症になっても住みやすいまち泉大津」を目指
すための奉仕活動を行います。
当クラブメンバー全員の御協力ならびに活動へ参
加を宜しくお願いいたします。

されるべきであるという認識を深め、 あらゆる職
業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという
目的を持つものである。
　会員の役割には、 ロータリーの理念に従って自
分自身を律し事業を行うこと、 そして自己の職業
上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために
応えることが望まれる。
ロータリーの原点を考えるとき、職業人のクラブ
であり倫理性を大事にし、 会員同士例会を通じ自
己を高め、 寛容の精神で友人になり社会のために
奉仕する団体です。 
以上のことから、 職業奉仕の概念を大事にし、 ク
ラブと会員両方の役割、 具体的な実践活動の方法
を模索し推進したいと考えます。

社会奉仕部門理事
川 端　徹

国際奉仕部門は、
①米山記念奨学金(釜野典子委
員長)、
（ア）ロータリー財団(森口和信
委員長)
②グローバル基金財務(臼谷喜
世彦委員長)

の３つの委員会からなります。

近年、諸事情により活動が停滞気味の国際奉仕部
門ですが、今年度は出来るところからクラブの活
動の復活をしていきたいと考えています。具体的
には
①財団学友(奨学生等)との交流の復活、世界大会へ
の参加(アメリカ・ホノルル)、国際交流事業への積
極的な参加等を軸にした活動を目指します。
②米山奨学生の受入れの実績がありますが、市内
に日本語学校が設立されることから、新たに東南
アジア等からの奨学生の受入れを前向きに検討す
る(次年度に向けて)。
③グローバル基金は、ロータリー財団の機構変更
やプログラムの変更などにより、寄付金額の割に
はクラブにメリットがないとの判断から、クラブ
内でプールするために作った基金です。最近は財
団、米山奨学会とも最小の寄付しかしていません。
今年度の寄付金額等についても森口委員長や釜野
委員長と相談しながら、理事会に上申したいと考
えています。
④財団の地区補助金の活用については、寄付金額
の1/4程度の金額なので、手続きが煩瑣な割に金額
が少ないので、今年度の申請は見送りました。

国際奉仕部門理事
高 寺　壽

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

四つのテスト

＝言動はこれに照らしてから＝

ロータリーの目的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基盤として奉仕の

理想を奨励し、これを育むことにある。

具体的には、次の各項を奨励することにある。

第1  知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

　    こと。 

第2  職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて

　　 価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として

　　 ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第3  ロータリアン一人一人が、個人として、また事業

　　 および 社会生活において、日々、奉仕の理念を実践

　　 すること。

第4  奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク

　　 を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。


