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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

水と衛生月間月間テーマ

斉藤会長

■ 本日の卓話

※新型コロナウイルス感染防止のため、卓話

は見合わせております。

■ 今日の歌 「奉仕の理想」

■ 例会後、吉﨑ガバナー補佐を迎えての

第4回 クラブ協議会

13：10～14：30 於： 3Ｆ斑鳩の間

■ 3月25日（木）

卓話「コロナの中で太極拳を」

井上 家昌 君

「ロータリーを楽しもう」

本日は、心に残るロータリアンの言葉として、標題のヒューＭ・アーチャーＲＩ元会長（１９８９－９０年度）の

言葉をご紹介します。

１ ロータリアンの皆さん どうしてあなたはロータリアンになっているのですか？ なんであなたはロータリー

活動にそんなにたくさんの時間を割いているのですか？ ためしに私が代わってお答えしてみましよう

か？

２ ロータリー活動には楽しみがいっぱいあります。毎週の例会であなたは同僚会員と顔を合わせます。そこ

では、この人たちが持っているさまざまな趣味や知識から受ける刺激によって、あなたの関心を地域社会

に向けてくれます。見知らぬ他人のために自分の時間と能力を捧げて、その人の生活を改善し、向上さ

せてあげると、今度はかえって自分自身のほうが人間的に大きく成長するのがよく分かります。

３ ロータリー・プロジェクトのおかげで、若い人が自己啓発のおおきな機会を見出すのを目の当たりにした

とき、あなたの胸のうちに満ち足りた思いがひろがりませんか？

要するに、ロータリアンであること、そして地域社会の指導者たちと手を携え、日々実り豊かな命の流れ

に身をゆだねることは、何とも気持ちのいいことなのです。これをどんな言葉、どんな文章で説明出来る

でしょう。

４ ロータリーの意味を完全的確に表す言葉は見つかりません。しかしその言葉を尋ね、ロータリー綱領の

韻律に身を託し、そのほてりに私達の心を温めようではありませんか。

さあ、ロータリーを楽しもう！



ロータリーは、クラブの役員会と理事会によって運

営されます。クラブ役員も理事も委員長も一年交代

でメンバーが変わるという民主的な仕組みになって

います。クラブの役員は会長、直前会長、次期会長、

副会長及び指定された会員を含め奇数人数で構成

されています。」とあります。

一方私達のクラブでは、昨年１２月１７日に年次総

会が行われ２０２１－２０２２年度理事、役員が選出

されました。役員は７名、理事１３名です。ここで改

めてクラブ運営の原則について考えてみましょう。

・クラブの管理組織

１．理事会―審議機関（国の議会に相当する）

２．役員会―執行機関（国の内閣に相当する）

①会長は自分の役割に責任あるが、命令権はない。

会社と大きい違いのあることを認識する必要が

あります。

②役員会は内閣、理事会は議会ですが、クラブ運

営上は役員会が重要ですが、その中に議決が必

要な案件について、理事会に上程します。その際

には会長・幹事だけの判断ではなく役員会を積

極的に活用さることが大切です。（さもないと何の

為に役員を選出するのか）

③役員会ではまず一番に心がけることは、理事会

の先議権を犯さないこと、これが一番大切です。

７名の役員は理事会のメンバーであることから、

ついつい理事会での議決に先立っての決議を行

うことは避けねばなりません。

④それ以外は、クラブの定款、細則、その他理事会

決定事項、クラブの活動年次計画等のもとで

クラブ運営を行うに当っていろんな解決すべき問

題が発生して来ます。この中で重要な、又複雑

な内容、その上緊急性あるもについて適宜、会

長、幹事の判断であるいは役員の中からでも役

員会の開催を申し出します。その場合、理事会

の様な会則による制約は何もありません。

（１）緊急何時でも時間長短関係なし、結論を出す

必要なし。

（２）７名の内、何名参加も関係なし。（過半数参加

という決まりなし）

（３）コロナでない時でも電話、ＦＡＸを使用していた。

（４）議事録などとる必要なし、従って週報に掲載

必要なし。

（５）７名の役員の中では直前会長、現会長、次期

会長と現会長を中心に直前、次期会長が積極

的にクラブ運営のサポートすることが現在のロ

ータリーの複雑性・多様性・緊急性あるクラブ

運営をスムーズに行えるキイがあると考えます。

持ち回り理事会議事録

一口情報

浅浦幹事幹事報告

前田会員

会員研修・会員選考委員長
井上 家昌

≪これからの予定≫
【1】 本日例会後、吉﨑ガバナー補佐を迎えての

第4回クラブ協議会
【2】 3/23（火）衛星クラブ例会 19：00～20：00

＜連絡事項＞
【1】 本日例会後、吉﨑ガバナー補佐、大谷ガバ

ナー補佐エレクトを迎えての第4回クラブ協議
会を開催いたします。例会は12：30～13：00、
卓話は無しとし、13：10～14：30まで3Ｆ斑鳩
の間にてクラブ協議会を開催いたします。
例会終了後、速やかに3Ｆの会場に移動を
お願いいたします。

【2】 東大阪みどりＲＣより本年度東輪会ゴルフコン
ペ中止の連絡がございましたのでご報告いた
します。

是非一度役員会の開催の再興（過去には積極

的に役員会を開催していました）し、このコロナ

禍の下に、次年度のクラブ運営をどうするかと

いう話し合いをお薦めいたします。

そして、私の希望は先行き当クラブの新入会員

への説明に八尾ＲＣに習って

「ロータリークラブはクラブの役員会と理事会に

よって運営されます」とすることです。

よろしくお願いします。

出席報告 3月11日

（3/11）の出席者数：31名（3）

3/11出席率：60.78%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：59名（免除11名）

1/21 1/28～2/25 3/4

HC出席 33(4)名 休会 休会

MU出席 3(0)名

修正出席率 69.23％

クラブ理事会と役員会について

今期も後半に入り、コロナ禍の中、例会は臨時休会、

各委員会活動も中止にせざる得ない状況が続いて

おります。

一方、クラブとしては、コロナの収束を期待しながら

次年度の活動の準備を出来ることから進めること

が必要かと思います。

そこでこういう機会に当クラブの役員会の開催を是

非取上げていただきたいと考えます。

さて本年６０周年を迎えられる八尾ＲＣから以前い

ただいたクラブの「ロータリー情報ハンドブック」に

は

「ロータリークラブの仕組み

ロータリークラブは国の法律に従うことを第一にし

ています。

（細則第4条第3節の会長要請に依る。）

◎2021年3月10日

Ⅰ．承認事項

１．入会希望者の件

大橋会員及び吉﨑会員より推薦の入会希望者、山

岡信也君を、細則第11条第2節に照らし職業分類

委員会、会員選考委員会にて選考の結果、職業分

類と会員資格の条件をすべて満たしておりますの

で、細則第11条第3節に基づき承認した。


