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斉藤会長
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国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

会長 斉藤 勝俊

「会員基盤、そして、
つながりを維持・強化
しよう」

今日の例会 来週の例会今日の例会

限りなき道ロータリー

われらがロータリー R-O-T-A-R-Y

日も風も星も それでこそロータリー

我らの生業

ど こで会っても やあと言おうよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼ うよ

遠い時には 手を振り合おうよ

それでこそ ローロー ロータ リー

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y is known on land and sea;
From North to South,from East to West;
One profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.

ロータリーソング

奉仕の理想

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータ リー ロータ リー

さわやかな朝だ われらはロータリアン

いつもほほえみ いつも元気で

さあ 出掛けよう

日も風も星も ラララ光るよ

「 聞 こえるかい 熱い心の高鳴りが 」
夢を世代に受け継いで

今日も明日もその先も
胸いっぱいに友情深め

肩組んで 謳おう
われらがロータ リー

町に灯 （ と も し び ）を

出会いの挨拶してごらん
並木さら さ ら葉から葉へ

人にやさ しい町の風
ロータ リー ロータ リー

廻って 守れ 風車になって
地球がきれいな息をする

我等の生業 さまざまなれど
集いて図る 心は一つ
求むる と ころは 平和親睦
力むる と ころは 向上奉仕
おゝ ロータ リアン 我等の集い

奉仕の理想 胸に秘め

友情花と咲かせつつ

生きよ う今日も ニ コニ コ と

一筋の道 ロータ リー

限 りなき道 ロータ リー

4つのテスト
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。

ロータリーの目的
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会長の時間

基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間

月間テーマ

■本日の卓話
「私の本業」

戸田 尊文 君

■ 今日の歌 「われらがロータリー」

■ 9月24日（木）

卓話 岡田 耕治 君

本日のテーマは、ロータリーの２つの公式標語についてです。

１ １９１１年、オレゴン州ポートランドで開催された全米ロータリークラブ連合会の第二回大会で「Ｈｅ Ｐｒｏｆｉｔｓ

Ｍｏｓｔ Ｗｈｏ Ｓｅｒｖｅｓ Ｂｅｓｔ」（最もよく奉仕する者、最も多く報いられる）がロータリーの標語として承認さ

れました。これは、前年にシカゴで開かれた第一回ロータリー大会で、アーサー・フレデリック・シェルドンが

が行った演説を基に作られた標語です。シェルドンは、その演説で「他者に対する正しい経営の科学のみ

が引き合うのだ。経営とは人間的な奉仕の科学である。その仲間に最もよく奉仕する者が最も多く報いら

れる」と語っています。

２ 上記のポートランドの大会は、もう一つの標語「超我の奉仕」が誕生するきっかけともなりました。大会中、

ミネソタ州ミネアポリス・ロータリークラブの会長ベン・コリンズがシアトルのロータリアンであるＪ．Ｅ．ピンカ

ムとロータリークラブを組織する方法について話しあっていたところ、コリンズは、自分のクラブで採用して

いた理念「無私の奉仕」（Ｓｅｒｖｉｃｅ，Ｎｏｔ Ｓｅｌｆ）を紹介し、ポール・ハリスも加わって会話を続けました。ハリ

スから依頼されたコリンズは大会で演説を行い、この「無私の奉仕」が熱烈に歓迎されたのです。

３ この２つの標語は、１９５０年のデトロイトのＲＩ国際大会で、「無私の奉仕」が「超我の奉仕」（Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ａｂｏｖｅ Ｓｅｌｆ）に修正された上で、ロータリーの公式標語として正式に承認されました。

そして、１９８９年の規定審議会で、「超我の奉仕」がロータリーの第一標語として採択されました。

一方、２０１０年規定審議会で、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」は「Ｏｎｅ Ｐｒｏｆｉｔｓ Ｍｏｓｔ Ｗｈｏ

Ｓｅｒｖｅｓ Ｂｅｓｔ」となりました。



浅浦幹事幹事報告 委員会報告

出席報告 9月10日

先週（9/10）の出席者数：30名（2）
（内、1名ＺＯＯＭ参加）

ゲスト1名：国際ロータリー第2660地区
ガバナー 簡 仁一 様

ビジター2名：地区代表幹事 吉田 政雄 様
地区幹事 阪上 博史 様

9/10出席率：60.00%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）

8/13 8/27 9/3

HC出席 休会 31(3)名 31(2)名

MU出席 5(0)名 5(1)名

修正出席率 70.59％ 70.59％

2020年9月10日（木）

大阪府立たまがわ高等支援学校
職業見学レポート

簡ガバナー公式訪問

一口情報

会員研修・会員選考委員長
井上 家昌

ロータリーの徽章（きしょう）

日本では私達が普段“ロータリーバッジ”と呼んでい

るロータリーマークの徽章ですが、これは正式には

「エンブレム」（Emblem）といい、ロータリアンである

ことを示す、ロータリーの公認紋章付のものです。

公式色は金色とロイヤルブルー、の歯車で６本の

輻（や）と２４個の輪歯、１つの楔穴（くさびあな）で

す。

一方主としては例会の際に私達の胸につける氏

名・職業分類を示す丸い名札の会員章を「バッジ」

といいます。これらの徽章、バッジは各会員がロー

タリアンとして認められて、はじめて着用する権利を

与えられています。そして又、ロータリアンとして徽

章を着用することは、ロータリアンとしての誇りを示

すとともに、同時にその責任を表しています。

１９９３年―９４年RI会長ロバート・バースは１９９３

年の国際協議会で次の様に語りかけています。

『ロータリアンが徽章を付けることは次のことを意味

しています。

（１） あなたは私を信用していただいて結構です。

私は信用に値する者です。

（２） 私は用意が出来ています。何時でもあなた

のために奉仕できます。

（３） 私は受ける以上のものを、あなたに与えま

す。私は人生のために奉仕します』

１９９３－９４年 テーマ：

行動に信念を、信念は行動に

Believe in what you do. Do what you believe in.

≪これからの予定≫

【1】 9/18（金）ＩＭ第4組会長懇談会

（斉藤会長出席）

【2】 9/22（火・祝）衛星クラブ例会 休会

【3】 9/26（土）クラブ米山奨学委員長・カウンセラ

ー研修会（北川米山奨学委員長出席）

＜連絡事項＞

【1】 9/22（火）は祝日のため、衛星クラブの例会は

休会となっております。また、本日衛星クラブ7

月からの例会レポートならびに理事会議事録

を皆様に配布させていただきました。

【2】 日本郵便株式会社は、1920（大正9）年に日本

初の東京ＲＣが創立され、今年で100周年を

迎えることを記念して、特殊切手「日本のロー

タリー100周年」を発行します。

発行日は2020年9月18日（金）、種類は84円

郵便切手・1シート840円です。販売場所は

全国の郵便局や郵便局のネットショップです。

詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。

◎ロータリー財団委員会 古川委員長

この度、表会員にマルチプル3回目を、石田会員に

マルチプル4回目にご協力いただきました。

有難うございました。9月のロータリーレートは106円

です。引き続き皆様の御協力をよろしくお願い致し

ます。

広田 甫
日程： 2020年9月10日（木）

時間： 13：00～14：00

訪問者： 大阪府立たまがわ高等支援学校

見学人数：14名（生徒11名+引率教員3名）

見学内容：

①2階事務所の大会議室で講話+会社案内

ＤＶＤ鑑賞（15分）

②2階事務所見学（営業事務課・仕入課・経理課）

（5分）・各課の業務内容の紹介

③1階倉庫見学（常温倉庫・冷蔵・冷凍庫）

（30分）・商品の保管方法、取扱い商品、規格、

使用方法の説明

④大会議室で見学後の質疑応答（10分）

報告：

倉庫見学で実際に商品を見て触れることで、

業務用商品の大きさや商品の多さにすごく

驚いていました。また、倉庫で動いている

フォークリフトに興味を持っていただき、そ

の点についての質問も多くありました。

昨年に比べて、積極的な生徒が多く、こちら

が質問を投げかけるとたくさん答えてくれ、

生徒からも多くの質問がありました。

今後働く上ての質問もあり、今回の見学で

将来のことを考えるきっかけになると思い

ます。


