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花と季節 次週の例会第 1002 回 6 月 15 日本日の例会第 1001 回 6 月 8 日

　○外部卓話　
    　
        「手話で歌おう」
　　
　　　　　麻生夏世先生
         　 　
　

　○ミニ卓話　平岩群偉会員

　○会員卓話　万代恒美会員
　 　「20周年を迎えて思うこと」
  クラブ会報1000号発行によせて
         　 　
　

“ロータリー理解月間　・　ロータリー親睦活動月間”

オノエマンテマ

　　　　　ククククク     ラララララ     ブブブブブ     会会会会会     報報報報報     １０００１０００１０００１０００１０００     号号号号号

ロータリーをロータリーをロータリーをロータリーをロータリーを

　　　　　     祝おう祝おう祝おう祝おう祝おう



先週の例会　第999回　6月1日

会長インフォメーション

会長　西尾　幸祐

　５月 30日に当
クラブの２代目
の会長である横
山邦彦元会員が
ご逝去されまし
た。謹んで哀悼の
意を表します。

　さて本日は1000回記念例会ということ
でファミリー例会とし、中島ガバナーに
お越しいただきました。誠にありがとう
ございます。　
　ロータリーは他の奉仕団体と異なり、
最初に社会奉仕ありきではなく、親睦が
あり職業奉仕の上にクラブが成り立って
おります。７月に来られる台南中区ＲＣ
の青少年交換ホームステイプログラムに
しましても、ご家族のご協力なしに成功
することはあり得ません。会員家族同士
の親睦、信頼のうえにすばらしい社会奉
仕や国際奉仕事業が可能となります。　
　1000回という節目の例会で家族共々今
期のテーマである「ロータリーを祝って」
今期最後の月を迎えたいと思います。

入入入入入          会会会会会          式式式式式

大引泰造会員

生年月日　
Ｓ15.12.24
職業分類　
酒精飲料卸・小売
所属委員会
親睦活動委員

ご入会おめでとうございます。

中島ガバナーより会員バッジ

推薦者菅原夫妻、会長、ガバナーと一緒に

国際ロータリー第 2640地区ガバナー
中島治一郎様
中島隆子様（ガバナー令夫人）
槁本勝也様（堺東RC会長）
畑  四郎様
　　（大阪府立大学留学生後援会会長）
三好隆夫様（大阪府立大学学生課主査）
浦久仁子様（堺市立三原台中学校教諭）
中村好男様（堺RC）

本日のお客様本日のお客様本日のお客様本日のお客様本日のお客様
会員家族
堂之本和子様、平岩恵子様、岩本英子様、
木久美穂様、前内友子様、西尾美穂様、
大仲聰子様、大引尋子様、貞吉良子様、
貞方雪子様、角谷はせを様、菅原幸枝様、
高井正恵様、植木凉子様、内矢勝代様、



●卓話●●卓話●●卓話●●卓話●●卓話●

∞∞ 第１０００回例会記念卓話 ∞∞

ロータリーとは、
　１９０５年、心温かい宗教家の青年弁護
士ポール・ハリスは、当時荒廃していたシカ
ゴの街で３人の友人と会合していたとき
ロータリーが生まれ、この会合でポール・ハ
リスは「実業人が友愛の気持ちをもって親
しみ合い、仕事の上での知り合いの輪を広
げてゆくために定期的に
集まる会を創る」という、
かねてからのアイディア
を提案し、これについて、
４人がいろいろと話し
合った結果、一つの職業
から一人だけ会員として
選んで、男性クラブを創
ることになったのです。
このクラブは週に１回、
会員の店、あるいは事業
所を輪番に会場として開
くことに決め、会員がお互いの仕事につい
て、よく知る事ができるようにするためで
この輪番にちなんでクラブの名称を「ロー
タリー」としたのです。このような、新しい
クラブができたというニュースは急速に広

　　　国際ロータリー第２６４０地区
               中島治一郎ガバナー

≪新入会員とご夫人のために≫

がり、会員数も膨れ上がって、会員の事業所
で会合を開くことが出来ないほどになり、
そこで毎週の例会は、レストランやホテル
で開かれようになってきた。
　ポール・ハリスは、シカゴ・ロータリーク
ラブを単に会員同士の商売や、事業の便宜
をはかるためだけのものにする気持ちはあ
りませんでした。
　奉仕の理想が次第に具体化していったの
は、「仲良しクラブでは長持ちしない」と進
言し、後に入会した。アーサー・フレデリッ
ク・シェルドンがいたからである。商社の書
籍販売予約セールスマンの指導にあたって
いたシェルドンは、ビジネスは全て社会に
尽くす手段でなければならないと信じ、１
９１０年のロータリー最初の大会で“He
Profits Most who Serves His Fellows Best”
〔最もよく仲間に奉仕するものは、最も多く
報いられる〕と主張しました。と分かり易く
説明され、次に職業奉仕についても簡単に
次のように説明されました。
　職業奉仕とは、職業倫理道徳水準を上げ
る、他人の職業に敬意を払う。自分の仕事の
品位を高めることであると結ばれた。また、
ロータリ財団や日本最大の米山記念奨学会

の話に及び現在の状況にあった奨学生の選
考について話された。　ロータリーの友誌
６月号に「２００６年からの米山奨学事業
新制度案」が掲載されています。（P36）
　最後に最近の国際ロータリーの働きに触



◇◇ロータリー財団委員会◇◇

◇◇国際奉仕委員会◇◇

　・大阪府立大学留学生後援会へチャ　
　　リィティでの売上金10万円を寄付

　・三原台中学校「渡日生徒支援」として
　  中国語紙芝居用具一式寄贈

◇◇米山・堺おおいずみ奨学委員会◇◇
　　委員長　岩本禮次郎

　　委員長　田中源治

委　員　会　報　告

委員長　長山正

◇◇社会奉仕委員会◇◇委員長　内矢隆三

堺おおいずみ奨学功労者

●ロータリー財団寄付金
　・西尾幸祐会員　＄200
 ご協力ありがとうございます。

●米山奨学寄付金
　・田中源治会員　20,000円

・ばら賞  小林龍紹会員　
・あざみ賞  堂之本雄治会員、
 　河村厚男会員、間宮巌詞会員、
 　万代恒美会員、角谷和男会員
おめでとうございます。

　 ・マルチプル受賞
　　　　小林龍紹会員、南　良治会員
　　　　おめでとうございます。

●堺おおいずみ奨学寄附金
　    ・楠本健一会員　20,000円
　    ・間宮巌詞会員　 5,000円
　    ・貞方澄夫会員　10,000円
　    ・植木重文会員　10,000円
　    ・内矢隆三会員　10,000円
     ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございます。

∞∞　∞∞　∞∞　∞∞　∞∞　∞∞

れられた。23－34決議の人生哲学、自己
と自他の中から四つのテストが生まれる。
　1970年団体で奉仕（ウイサーブ）を掲
げてライオンズクラブが生まれる。ロー
タリーは23－34の中に説かれるアイサー
ブである。米国では1960年からアイサー
ブでは出来ない奉仕事業を、アイサーブ
は少し横に置いてウイサーブ（団体で奉
仕）で奉仕活動を行なってきていると変貌
していくロータリーを語られた。
以上が僭越ながら中島治一郎
ガバナーの卓話を要約したも
ので不明のところはロータリ
アン必携を参考に補足いたし
ました。
　　
　　クラブ会報記録委員会
　　　　委員長　万代恒美

1000回記念ロータリーファミリィー例会

久しぶりの会員家族例会、ガバナー令夫人（隆子様）を
交えて楽しいひと時を過ごしました。



　　　　　委員長　大仲　広司

○2640地区ガバナー、中島治一郎様より、お
祝いをいただきました。ニコニコ箱に入
れさせていただきます。ありがとうござ
いました。

○ 1000回記念例会おめでとうございます。
貴クラブのますますのご発展をお祈りい
たします。堺東RC会長　　　　槁本勝也

○留学生後援会のためご支援を賜り厚くお礼
申し上げます。府立三大学が一本に統合
され「公立大学法人」大阪府立大学となり
ました。今後とも一層のご支援をお願い
申し上げます。留学生後援会会長　

　　　　　　　　　　　　　　　　畑　四郎
○1000回例会おめでとうございます。中島
ガバナー、お忙しい中をお越しいただき
ありがとうございます。　　　 西尾幸祐

○堺おおいずみRC1000回例会に中島ガバ
ナーにご訪問を頂きありがとうございま
す。堺おおいずみRC永遠なれ。植木重文

○ダービーとれました。　　　　 小林龍紹
○中島ガバナー様、私達クラブの1000回記
念例会へのご訪問ありがとうございます。
また、本日入会の大引会員おめでとうご
ざいます。会議出席の為、欠席しますが、
これからも堺おおいずみRCの繁栄をお祈
り致します。              　　貞方澄夫

○第 1000回記念を祝って！！　中島ガバ
ナー始め、皆様ようこそおいで下さいま
した。いつも笑顔で何事にも接しておら
れた横山邦彦元会員のご冥福を祈ります。

                               内矢隆三
○ 1000回例会、野球で言えば 1000球安打
達成と言ったところでしょうか。一区切
りの大記録と思います。        金岡光世

○1000回例会に中島ガバナーのご来場と卓
話に感謝いたします。加えて妻の誕生祝
にも感謝。                    角谷和男

○「祝」堺おおいずみRC第1000回記念例
会に乾杯。第 2640地区ガバナー中島治
一郎様、堺東RC会長槁本様、そして大
阪府立大学留学生後援会会長畑四郎様ご
多忙のところおいで下さいましてありが
とうございました。これからも宜しくご
指導下さい。                 木久和則

○1000回の例会、何と早いものですね。20
年の歳月の早い事、中島ガバナー、畑先
生ごゆっくりして下さい。     多田弘明

○大引さん、ご入会おめでとうございま
す。会員増強委員長　        植木重文

○1000回記念例会にお忙しい中、中島治一
郎ガバナーには、ようこそお越し下さい
ました。卓話楽しみにしています。妻の
誕生日祝ありがとうございます万代恒美

○第1000回の例会を祝して。中島ガバナー
ご指導の程、宜しくお願い致します。

                            松本勘二郎
○中島ガバナー様ようこそお越し下さいま
した。1000回目の例会、会員、家族共出
席できて良かったと感じています。

                            岩本禮次郎
○中島ガバナー様、本日はよくおいで下さ
いました。祝1000回例会！   貞吉興道

○大引様、ご入会おめでとうございます。
結婚記念日のお祝いありがとうございま
す。                        菅原 茂

○1000回記念例会を祝って！   森田泰紀
○1000回記念例会おめでとうございます。
今日 6月 1日で私は 55歳となりました。
「いい歳」となりました。両親に感謝する
次第でございます。お祝いありがとうご
ざいました。                 平岩群偉

○クラブ 20年、ロータリー 100年、1000
回記念例会と良い日ですね。中島ガバ
ナーようこそお越し下さいました。「い
よいよ一ヶ月になりましたね、次期幹事
の河村さん」                 田中源治

○祝1000回例会、中島ガバナーようこそ、
ありがとうございます。       前内禧宏



■出席報告　6月1日(水）
　会員数37名 出席会員　31名
　出席免除2名 出席率　88.57％
　（5月11日　修正出席率　94.12％）

■他クラブ例会変更

　■幹事報告
    6月 8日（水）第6回クラブアッセンブリー
　　6月15日（水）定例理事会
　　6月22日（水）最終例会　実績報告

 ■ロータリーレート変更
              ５月１日より＄/１０８円　

　・堺泉ヶ丘RC：6月21日→休会
　・堺南RC:6月 27日→休会
　　　　　 ７月11日→7月16日 18:00～
　・堺泉北RC:6月23日→同日（場所変更）

　　 　6月30日→休会
　・堺西RC：6月 30日→休会
　・堺フェニックスRC：6月30日→休会
　・堺東南：6月16日（木）→場所変更
　　　　　　　　　リーガロイヤルホテル堺
　　　　　　6月30日（木）→休会

○中島ガバナー様、ご夫人様ようこそ、い
らっしゃいました。ありがとうございま
す。1000回目の例会おめでとうござい
ます。1500回目に向けて頑張りましょう。

                           堂之本雄治
○例会第 1000回記念を祝って、中島ガバ
ナーようこそ、当クラブへ。大歓迎！

                             間宮巌詞
○1000回記念例会おめでとうございます。
中島ガバナー様はじめ会員ご夫人さん、
ようこそ！ごゆっくりしていって下さ
い。                        大仲広司

○ 1000回の例会について、先輩会員のお
陰でした。ほんとうにお疲れ様でした。
そして、ありがとうございます。長山正

○堺おおいずみロータリークラブの 1000
回の記念例会を迎えることになり、おめ
でとうございます。         松本ひろ子

○孫が生まれます。予定日は6月2日です。
待ちに待っていました初孫です。そのた
め家内は休ませていただきました。

                              南  良治
○ 1000回例会、おめでとうございます。
                             横山俊彦

職業分類・会員選考委員会
　　　　委員長　森田泰紀

未充填を埋めよう　パート（X Ⅱ）

我がクラブに相応しい同志を増やすため
にも、未充填の職業分類表を会員全員で
見直し埋める努力をしましょう!!
　まず手始めに下記の職業を分類表から
拾い出して見ました。

　21　[旅館・飲食料理、接客業]
        料理店
  　　　結婚式場
　　　　ファミリィーレストラン
　　　　
　　　　　
会員のみなさんのお知り合いに,この方は
と推薦できる方を探して下さい。

「花と季節」　◇オノエマンテマ◇

洋種名、ジブソフィラ・セラスティオイデ
ス。昭和初期から親しまれてきたヒマラ
ヤ産の多年草。しかし、一般に作られてか
らはまだ日の浅い高山の花である。白い
桜の花のような５弁花。

ご協力ありがとうございました

　ニコニコ箱合計 28件件 277,000円

6月 29日（水）休会
7月 6日（水） 例会変更（7/9へ）
             2005－ 06年度理事会
7月  9 日（土）初例会並びに親睦会
　　　　　　　例会変更（7/6)


