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会員増強・拡大月間

暑中お見舞い申し上げます。

国際ロータリー 第2660地区
ガバナー

岡 部 泰鑑

そこで、周年記念やクラブ同士の合併を機に例会

７月より新年度が始まり､早1ヶ月が過ぎました｡既

時間・曜日を見直し、変更する等、若い人達にも入

にご存知の通り、ＲＩでは各月ごとに強調事項を決

りやすい環境作りをお願いしたいと思っています。

めています。ちなみに、今月は『会員増強・拡大月

また、例えば、モーニング例会、朝８、９時よりス

間』です。地区ではすでに６月４日に『会員増強セ

タートして10時までに終了。朝食はバイキングにし

ミナー』を開催いたしました。

たり、軽食で済ます等するといったダイナミックな

私は、ＰＥＴＳ・地区チーム研修セミナー、地区
協議会において次のように今年度の会員増強の指針
を述べております。
すなわち、「今年度は会員増強（純増何名という
ような具体的な数字）の人数をあえて申し上げてお

新クラブを結成して会員増強に結びつけられないで
しょうか。
今回、地区としては、このような考えに基づき、
ガバナー主導による新クラブ作りを提唱し、「新ク
ラブ創立準備委員会」を立ち上げました。

りません。これは、会員増強を全くしなくてもいい

会員対象者としては、年齢、性別は問わず、元会

ということを申し上げているのではありませんので、

員、元ロータアクターの方、又、勤務の都合上新ク

どうぞ誤解のないようにしていただきたいと思いま

ラブのモーニング例会希望者等を考えています。区

す。それよりも、もっともっとロータリアンの価値

域は大阪市内全域とし、目標人数は設立時およそ30

観並びに職業奉仕の倫理観を高めていただきたいと

名程度、食事はビュッフェ形式、実費払い、会費は

思っています。」と申しあげています。

入会金、年会費は出来うる限り低額に設定。

今、日本の人口構成と同じように、地区ロータ

会員募集にあたっては、地区クラブ奉仕・拡大増

リークラブ在籍者の平均年令も会員減少に伴い高齢

強委員会、地区広報委員会を通じて、会員候補者に

化が進んでおります。このまま手をこまねいていて

新クラブの概要を周知徹底の上で、募集する予定で

は更なる会員の減少が見込まれるのは明らかです。

す。

そこで、私は見方を少し変えまして、ダイナミッ

クラブの会員増強は、一朝一夕にはなしえません。

クなクラブ作りを奨励したいと思っています。若い

会員増強なくしてはロータリークラブは存続し得ま

人がロータリークラブに入会しようと思っても、時

せん。

間的に無理なところが見受けられます。例会時間が

是非とも会長・幹事が中心となって、強い心構え

昼間あるいは夜間である、会費が高額であるため等

のもとに若い人達にとって魅力あるロータリークラ

の理由により入会をためらっている若い人の話をよ

ブ作りと会員増強のために知恵を絞り、行動を起こ

く耳にします。

していただきたいのです。強い意志を持つことに
よって結果が生まれてまいります。
よろしくお願いします。
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会員増強・拡大月間に寄せて

委員長

西 村 俊 彦（東大阪みどりＲＣ）

第2660地区の今年度岡部Gは「純増何名と言う事

の問題点や提案等で新会長、新増強委員長らとディ

をあえて申し上げない」という方針を打ち出されま

スカッションを行いました。会員増強は、増強月間

した。

だからというのではなく、常に其の心をもち、仲間

まさに従来の拡大増強のあり方に一石投じられた

を増やし、楽しくなければなりません。常日ごろか
ら地域との交流を通じロータリアン以外の人にも

形であります。
「数は力なり」と言う概念を少し横に置いて魅力

ロータリーイメージの向上にこころがけ、理解して

あるクラブ作り、魅力有る会員探求、にシフトする。

頂く広報活動も会員増強に大きく影響致します。ゆ

がしかし会員が多いクラブと、少ないクラブとでは、

えに会員増強し新会員を増やす事も大事ですが、そ

自ずと変わる事情が有るのも事実であります。

れとは裏腹にいろんな事情で退会される方の会員維

第2660地区クラブ会員数（2011・4現在）

持にも大きく力を注ぎこんでほしいと思います。

10〜19

小規模クラブ

07クラブ

ロータリーの最大財産とは其れは疑いもなく我々

20〜29

弱小クラブ

19クラブ

ロータリークラブ会員一人ひとりです。この財産な

30〜39

要注意クラブ

24クラブ

くしてロータリークラブ意味が有りますか？何故会

40〜49

国際的平均クラブ

16クラブ

員増強が必要か、それはロータリーの生存に関わる

50〜以上

活性化クラブ

18クラブ

問題だからです。新会員はロータリアンの未来だか

以上のような会員構成では有りますが、少ない会
員でも素晴らしい活動をしているクラブがたくさん

らです。
ロータリークラブとは

有ります。要はクラブが活性化しているかどうかの

たくさんの仲間と出会います

問題ではないかと思います。

いろんな勉強になります

さて2011年度の増強セミナーがいちはやく6月4日

仕事のためにもなります

大阪科学技術センターで開催されました。新年度よ

趣味も増えます

り増強の最前線で活躍される各クラブ会長、増強委

何といっても楽しいです

員長に参加して頂き、じっくりと今後の増強の在り
方等について、東京城南RC 松下昌夫氏（Renew the
Spirit of Rotary）に講演して頂き其ののち、クラブ

2

クラブ奉仕・拡大増強委員会
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2010 〜 2011年度

I M 第 8 組報告

テーマ：隠れた逸材を世に出すには
ホスト：大阪咲洲RC

会

長

IM 実行委員会 委員長

（演

西 山 雅 康 （大阪咲洲ＲＣ）
髙 松 伸 伍 （大阪咲洲ＲＣ）

奏）

隠れた逸材候補として2名の音楽家の演奏を聞きま

日

時：2011年5月14日(土) 13:30〜17:00

した。ピアニストの桑原怜子氏はリストとショパン

場

所：ハイアット リージェンシー 大阪

の曲を、フルート演奏家の江戸聖一郎氏はビゼーと

参加クラブ：大阪阿倍野RC、大阪平野RC、大阪イブ
ニングRC、大阪城南RC、大阪住之江

ドップラーの曲をそれぞれ思いを込めて演奏されま
した。

RC、大阪住吉RC、大阪天王寺RC、大阪
東南RC、大阪咲洲RC
登録者数：309名
出席者数：119名
世の中には一生懸命努力して十分な実力を備えて
いるのに、世に広く認められない人が少なくありま
せん。そんな隠れた逸材を探し出して世に送り出す
ことは文化・スポーツをはじめ、あらゆる分野にお
いて必要なことではないでしょうか。今回私たちは

（パネルディスカッション）

「隠れた逸材を世に出すには」をテーマに講演と演

パネラー：響

奏とパネルディスカッションを企画いたしました。

敏也氏（音楽評論家）

疋田哲夫氏（放送作家）
道上洋三氏（朝日放送ラジオアナウンサー）

（講

演）

桑原怜子氏（ピアニスト）

朝日放送ラジオのアナウンサー道上洋三氏から｢隠
れた有望な人材を見つけよう｣というテーマでご講演

江戸聖一郎氏（フルート演奏家）
コーディネーター：上田

彰（大阪咲洲RC会員）

をいただきました。西武ライオンズやダイエーホー
クス（現ソフトバンクホークス）が長年時間をかけ

上田彰氏による司会進行のもと、人材の発掘や新

て、選手をスカウトするフロントとフロントが獲得

人の育成についての真剣で軽妙な数多くのエピソー

した選手を使って試合に専念する現場との役割分担

ドが5人のパネラーから飛び出し、楽しく聞きごたえ

を明確にすることで、選手を発掘・育成し、チーム

のあるパネルディスカッションになりました。芸術

の強化と観客動員数の増加に成功した話を、現在低

というものは命の大切さを一瞬でわからせてくれる

迷している阪神タイガースと比較しながら情熱的に

ものだから、商売として売れる売れないというより、

語られました。

命の尊さを伝えられる人が多く出てほしいと話され
た響敏也氏の言葉や、目の前のお客さんに生の演奏
を通じて音楽家としてこうありたいという思いを表
現し伝えることのできる人が音楽家として逸材だと
思う、と話された江戸聖一郎氏の言葉が特に印象に
残りました。
（閉会式）
泉博朗ガバナー補佐による講評のあと、次回ホス
トクラブの大阪住吉RC川上富清会長より、来たる7月
に大阪阿倍野RC・大阪住之江RCと合併して大阪帝塚
山RCとして発足し、次回 I Mでの再会に向けて鋭意準
備中とのご挨拶をいただきました。
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国際ロータリー第2660地区

ガバナー・ノミニー指名宣言
第2660地区 ガバナー・ノミニー候補者の指名
地区ガバナー指名委員会の規約に基づき、当指名委員会において慎重審議の結果、八尾中央RC会員、福家宏氏
を2013〜2014年度国際ロータリー第2660地区ガバナー候補者として指名することに決定いたしました。
ガバナー月信9月号において、地区内各クラブに対し、国際ロータリー細則第13条及び当地区ガバナー指名委員
会規約により候補者の推薦をおねがいしましたが、期日までに規約に該当するお申し出がありませんでしたので、
国際ロータリー細則第13条に基づき、当指名委員会により選出された同氏を上記年度のガバナー候補者として指
名いたします。
2011年6月22日
2010〜2011年度
地区ガバナー指名委員会

第 2660地区 ガバナー・ノミニー指名宣言
国際ロータリー細則第13条の規定に基づき、八尾中央RC会員、福家宏氏を2013〜2014年度国際ロータリー
第2660地区ガバナー候補として宣言します。
2011年6月23日
国際ロータリー第2660地区
2010〜2011年度
ガバナー

福家

宏（ふけ

生年月日
勤務先
所在地
経 歴

松 本 新 太 郎

ひろし）氏の略歴

１９４３年１月１日
医療法人 福家医院
〒581-0831
八尾市山本町北４−５−１３
１９７２年
大阪市立大学医学部卒業
１９７２年
大阪市立大学医学部附属病院
大阪市立桃山市民病院 他
１９８７年
福家医院開業 現在に至る
職業分類
小児科医
ロータリー歴
１９８５年
八尾東ロータリークラブ入会
１９９１年
八尾東ロータリークラブ退会（業務多忙のため）
１９９５年
八尾中央ロータリークラブ入会
１９９８〜１９９９年度
クラブ幹事
２００７〜２００８年度
クラブ会長
第２６６０地区 ２０００〜２００２年度
地区ポリオプラス委員
２００２〜２００３年度
財団人道的補助金委員会委員
２００４〜２００５年度
財団人道的補助金委員会委員
２００５〜２００７年度
財団人道的補助金委員会委員長
２００８〜２００９年度
地区ロータリー財団副委員長
２００９〜２０１２年度
地区ロータリー財団委員長（現在に至る）
２０１０年１２月
財団ＦＶＰ委員会委員長（現在に至る）
２０１１年６月
災害支援プロジェクト副委員長（現在に至る）
その他
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）
ベネファクター
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2014 〜 2015 年度

ガバナー・ノミニー候補者推薦について
国際ロータリー 第2660地区
各ロータリークラブ会長様

国際ロータリー 第2660地区
ガ バナー

岡 部 泰鑑

地区ガバナー指名委員会
委 員 長

松本新太郎

2014〜2015年度 ガバナー・ノミニー候補者推薦書提出の要請
R I 細則13.010の規定及び地区ガバナー指名委員会の規定により、地区内の各クラブで2014〜2015年度ガバ
ナー・ノミニー候補者がおられましたら、10月31日までにガバナー指名委員会委員長（地区ガバナー事務所）宛
に必着するよう提案して下さい。
なお、地区ガバナー・ノミニーの資格条件については、国際ロータリー細則第15条15.070、15.070.1〜
15.070.5の条件を満たす者であることを要します。
また、地区ガバナー指名委員会が地区ガバナー・ノミニー候補者の選出を行うにあたっては、その選出の範囲は
地区内クラブによって提案された氏名に限定されるものではない、ということをご了承下さい。
国際ロータリー細則第13条

13.020.5（参照）
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米国ニューオリンズ
国際大会に参加して

角 谷 真 枝 （茨木西ＲＣ）
しゃる為、大変多くの参加者があったようです。21
日、22日は気温33度、アメリカ南部特有の強い日ざ
しでしたが、良いお天気に恵まれた2日間でした。
＜21日

登録と友愛の家＞

身分証明書提示さえすれば登録は大変スムースで
した。今回は日本からEメールで国際大会に関する
色々な資料が用意でき、おかげで時間的な計画がた
てやすくなりました。登録時に詳しい日本語の大会
資料が貰えます。友愛の家のグランドオープニング
5月21日〜25日まで米国ルイジアナ州 New Orleans

パレードや、各ブースを見て回りました。日本から

で開催されました国際大会に21日、22日参加してま

は広島平和レポート、東京恵比寿 R C の「水と衛生設

いりました。4月上旬にミシシッピー河上流で大雨が

備」プロジェクト、東日本大震災の被災地域である

あり、その影響で下流地域が水没しているニュース

第2520地区（岩手・宮城）のブースがありました。

がテレビで連日放映されていました。その大水量が

総てのプログラムが、コンベンションセンター1ヶ所

ミシシッピー河口に到達するには90日かかるという

で行われたので移動は大変楽でした。

ことで、さすがアメリカ10 州 6,019 kmを縦断するミ
シシッピーだと感心すると同時に、ひょっとして国

開催本会議＞

際大会に影響するのではないかと大変心配しました。

12時の開場を待つ人でアーネスト・メモリアル・

2006 年 5 月にもNew Orleansを訪れましたが、その

コンベンションセンターのＣ〜Ｆを貫く物凄く長い

時は、前年ハリケーン・カトリーヌで大きな損害を

行列ができました。しかし、さすがロータリアン、

受けた10カ月後でしたので、訪れる人は全く少なく

明るいお喋りはあっても総ての人が紳士的で穏やか

町全体がとても寂しい感じでした。しかし今回は、

でした。

丁度 5 月が米国の卒業式の時期でもあって、卒業記念

・元ＲI 会長のご紹介では懐かしい方々がお元気で登

旅行の若者も多く、復興整備された町全体が明るい

場され、特に昨年地区大会におこし下さいました

雰囲気になっていました。New Orleansは観光地とし

タイのビチャイ・ラタクルＰ・Ｐや、大阪大会の

ての本来のカラーを取り戻してきているように見え

時奥様を亡くされお一人だったマジアベＰ・Ｐが、

ました。レイ・クリンギンスミス会長は、22日の開

再婚された奥様とご出席されていたのが印象的で

会挨拶の際「地域を育み、大陸をつなぐ」という、

した。

今年のテーマそのままを表すようなNew Orleansの復

・オープニングセレモニーでは今年度、大阪天満橋

興を映像でご紹介されたのですが、今回のロータ

ＲＣから交換学生としてミズーリに派遣されてい

リー国際大会開催は、町の復興に一役も二役も寄与
していたのではないかとつくづく感じたところです。
24日にはどうしても帰国しなくてはならなかった為、
田中作次 R I 会長ノミニーの会長エレクト受諾演説や、
楽しみにしていたビル・ゲイツ氏のポリオ撲滅活動
の講演が聞けなかったことは非常に残念でした。又
近藤雅臣ＲI理事をはじめ、第2660地区の方々にお会
いしたかったのですが、残念ながらお目にかかるこ
とができませんでした。やはり日本人食事会に参加
しなければ、会議会場でお会いするのは難しそうで
す。埼玉県からは田中作次会長ノミニーがいらっ

6

＜22日
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る山村芹菜さんが、1985年レイ現 R I 会長の助力に

のある頃、綿花の栽培や砂糖生産で富を築いた大農

よって創立されたSCRYE（サウス・セントラル青

園のことで、「風と共に去りぬ」にでてくるような

少年交換多地区合同活動グループ ）の一員として

巨大なオーク（樫の木）群に囲まれた農園主のマン

コーラスに参加。彼女の笑顔満面の顔がスクリー

ション（大邸宅）の見学ができます。New Orleansか

ンに大きく映し出された時は、実のおばあちゃ

ら少し上流の両岸にはこうした大きなプランテー

ん？の気分になって涙ぐんでしまいました。彼女

ションが３つほどあり、会場からバスでプランテー

は登録会場でも案内ボランティアで活躍していま

ション見学ツァーに参加されたロータリアンもいら

した。コーラスの最後では会場の多くの人が立ち

したようです。

上がり拍手。前列のご婦人もハンカチで涙をぬ
ぐっていらっしゃいました。日本ではさほど感じ
ませんが、国際大会に参加すると、ロータリーが
次世代青少年にかける想いがいかに大きいのか、
良くわかります。私は少しの間でしたが、地区の
青少年交換委員会の仕事に携わり良かったとつく
づく思いました。その他少し気になったこととし
て、会場には日本語・英語・フランス語・イタリ
ア語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語の通訳
提供が用意されていましたが、何故か中国語があ
りませんでした。理由はあると思いますが、台
湾・香港からの参加者、特に台湾からは今回多く
参加されていましたので気の毒な気がいたしました。

＜ニューオリンズの観光とグルメ＞
アメリカの中でも少し不思議な雰囲気のある魅力
的な町 New Orleans。
街中でジャズが流れるNew Orleansがあまりにも有
名ですが、グルメでは、牡蠣、アメリカザリガニ、
シーフード料理、ガンボ料理が有名です。又フレン
チ・クオーターとよばれる地区にあるカフェ・デュ
モンドのベニエという小さな四角いドーナツも有名
（江坂と茶屋町に、カフェ・デュモンドの支店があ
りますので、大阪でもベニエが味わえます）。
ヒューストンに戻る途中、息子に勧められてオー
クアレイというシュガープランテーションを見学し
てきました。プランテーションというのは奴隷制度
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東日本大震災の義援金
6月19日までに当地区で受け付けました各クラブからの義援金は総額82,535,512円（海外姉妹クラブなどから
の24,052,837円を含む）に達しました。お預かりしました義援金は全額、ガバナー会へ送金させていただきまし
た。
地区宛に義援金をお送りいただきましたのは、次の各クラブです。
（★は海外姉妹・友好クラブ等）
大東RC
★台北雙渓RC
大東中央RC
★台中南門RC

守口イブニングRC

大阪難波RC

寝屋川RC

大阪なにわRC

大阪RC
東大阪RC

★大阪ローターアクトクラブ

大阪阿倍野RC

東大阪東RC

大阪中央RC

東大阪みどりRC

大阪堂島RC

東大阪西RC

大阪フレンドRC

大阪うつぼRC
★釜山西面RC
大阪淀川RC

大阪南西RC

★Hua-Hin RC
東大阪中央RC

大阪梅田東RC

★高雄RC
★台北東海RC会員 陳思乾

大阪ネクストRC
大阪西RC
★高雄西RC
大阪大手前RC
★台北百齢RC
大阪大淀RC

大阪ユニバーサルシティRC
千里RC

千里メイプルRC
摂津RC
★元米山奨学生 王

璇

大阪東RC
枚方RC

★SEOUL-MUAK RC

大阪リバーサイドRC

四條畷RC

★MANILA RC
吹田RC
茨木RC

大阪東淀ちゃやまちRC

大阪咲洲RC

★Grunwald RC
★新竹東區RC
吹田江坂RC

茨木東RC

大阪平野RC

大阪西南RC

★台北龍門RC
★高雄大發RC
吹田西RC
★Students from the school

茨木西RC

大阪本町RC

大阪船場RC

donated by WCS Project
★Nakhonphanom RC
★タイ3340地区個人

8
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池田RC
★ソウル東南RC
★加平RC

大阪イブニングRC
★マカティセントラルRC

大阪心斎橋RC

高槻RC

池田くれはRC

大阪城南RC

大阪城北RC

高槻東RC

門真RC

大阪城東RC

大阪住之江RC

高槻西RC

交野RC

大阪柏原RC

大阪住吉RC

豊中RC

大阪天満橋RC
香里園RC

大阪北RC

★RI

豊中南RC

第3350地区
豊中−大阪国際空港RC
くずはRC

大阪北梅田RC

大阪天王寺RC

★大園RC
★桃園東北RC
★桃園東RC

箕面RC

大阪御堂筋RC

大阪東南RC

豊中千里RC

箕面中央RC

大阪南RC

大阪鶴見RC

八尾RC

大阪中之島RC

大阪梅田RC

八尾中央RC

守口RC

★台北福齢RC

★台北天母RC

★高雄西南扶輪社RC
八尾東RC

● その他・
・・米山学友会

またこれ以外にも、各クラブ独自での被災地支援の活動をそれぞれに行っていただいております。
皆様のご理解とご協力に感謝致します。
国際ロータリー 第2660地区
2010−2011年度 ガバナー 松本

新太郎
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地区大会実行委員会

地区大会のご案内
地

区

方

針

：

「見直しをすすめ

委員長

光 信 昌 明 （大阪城南ＲＣ）

新たな第一歩を」

地区方針に則り、第2660地区内外のロータリアンとの交流を図り、意義深い講演の受講や、分科会の討論で自
らを高揚し、ロータリーの綱領を推進すべく、地区大会を開催致します。
大

会

日

程

2011年11月11日（金）、12日（土）
ホストクラブ

大阪城南ＲＣ

第一日目

コ・ホストクラブ

大阪東南ＲＣ

シェラトン都ホテル大阪

・13 時〜17 時 30分
「開会式」
「セッション１」

ロータリーの原点

第2680地区ＰＧ

深川純一氏

「セッション２」

米山修了生とともに理想の米山奨学生像を探る

「セッション３」

大会決議案上程承認等の議事

「セッション４」

入会3年未満の新入会員の研修

・18 時 〜 20 時30分
「ＲＩ会長代理歓迎晩餐会」
・14時30分〜
「家族の集い」は、大阪歴史博物館を中心に見学して頂きます。
第二日目

ＮＨＫ大阪ホール

・13 時〜17 時 30分
「本会議」

映像を多用し、出来るだけ多くの情報を提供

「基調講演」

京都大学教授

中西輝政氏

「大震災からの復興と真の日本再生を考える」
「友愛の広場」 地区委員の活動等の情報提供等
各クラブ

会長・幹事・各委員長の皆様へお願い

１．是非とも、地区内の全会員を対象とした地区大会への参加を、会員の方々に対して強力に推進して頂きます
よう、お願い申し上げます。
２．各クラブ所属の地区大会関係者への各種文書に関しましては、各クラブの事務局へ送信させて頂きますの
で、当事者の皆様にご連絡よろしくお願い致します。また、地区大会事務局への返信も、事務局からお願い
致します。
３．また、参加申し込みに際しては、地区大会事務局の事務効率化のため、例年各クラブに送付させて頂いてお
ります、「地区大会登録申込集計表」の記入方法を一部変更させて頂きます。何卒ご理解とご協力の程、
宜しくお願い申し上げます。
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青少年交換プログラム

2012〜2013年度 派遣学生募集要項

青少年交換委員会
委員長

野 村 正 勝 （箕面中央ＲＣ）

このプログラムは、短期間の海外研修や海外生活

４ 費用：プログラム参加費（￥100,000）、派遣先

体験といった表面的な交流とは異なり、約１年間を

までの往復旅費、保険料、現地での諸雑費は本人

派遣先の国のホストファミリーの家（3-4軒の家庭）

（保護者）の負担とします。現地での生活費（高

に滞在し、それぞれの家族の一員として生活を共に

校）の全額および少々の小遣いはホストロータ

し、現地の高校にも通って多くの友人や人々との触

リークラブが負担します。

れ合いを経験するというものです（このほかに夏休

５ 応募資格：① 出発時、16−18歳であること。②
健康で礼儀正しく、水準以上の学力をもち外国語

み限定の短期のプログラムがあります）。
異なる言語の国や地域に高校生という多感な時期

の習得に意欲的な学生であること。学業成績は学

に単身で派遣された当初は誰もが、十分なコミュニ

年で1/3以内の者（在学高校により差があるので、

ケーションができないため、辛く寂しい時期を経験

相談に応じます）③ 学校長の推薦と、1年間の派

します。しかし多くの若者はこの困難を乗り越え1年

遣先での修学許可がえられる学生であること（派

後には多くの友人を作って一回りも二回りも成長し、

遣中における単位取得の可否、単位数については、

逞しくなって日本に戻ってきます。

通学中の学校にご確認ください）④ RCの推薦が

青少年交換プログラムは、ロータリアンの子弟ら
が参加できる、唯一の R I 正式プログラムです。ロー

得られる学生であること。
６ 応募期限：長期交換

2011年9月30日（金）必着

タリアン自身のお子様、お孫さん、親戚の子供らで

短期交換

2012年４月まで随時

派遣時に高校生であれば誰でも候補生になれます。

応募方法：応募者はスポンサークラブを通じて地

クラブの各位におかれましては、プログラムの趣

区青少年委員会またはガバナー事務所にお申し込み

旨、目的をご理解くださり奮って参加されますよう、

ください。申込書はガバナー事務所に請求ください。

そして次世代を担う青少年の育成にご協力くださる

原則として派遣学生を送り出したロータリークラブ

ようお願いいたします。

は交換相手国より来日学生を受け入れなければなり

１ 主な交換相手国：アメリカ、カナダ、フランス、

ません。

台湾、オーストラリア、ベルギー、スイス、フィ
ンランド、スウェーデン、ポーランド

など。

お問い合わせ : 国際ロータリー第2660地区
ガバナー事務所（担当 今井）

２ 交換期間：2012年8月出国―2013年6,7月帰国

Tel 06-6264-2660

（短期交換は2012年7、8月出国―同年8、9月帰

Fax 06-6264-2661

国）

〒541-0052

３ 交換内容：それぞれの派遣先のご家庭でホームス
テイして現地の高等学校に通います。ホームステ

大阪市中央区安土町1-5-11
トヤマビル東館 6 F

イ先や高校で現地の言葉を学び、クラブ活動、授
業に出席します。また受け入れロータリークラブ
の例会にも参加しその国の文化や習慣を学びます。
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会員増強・拡大月間にあたり

国際ロータリー 第2660地区
ガバナー

岡 部泰鑑

創立される新しいロータリークラブの概要は以下の通りです。

１．新クラブ設立の必要性
（１）会員数の減少傾向が長期的に継続しています
（２）会員の高齢化が年々進行しています
（３）高いコストが続いています
（４）CLP導入後も、クラブ運営の見直しが困難な状況が続いています
★ 現在のロータリーの閉塞感を打ち破るような、新しい形のクラブが必要です

２．地区ガバナー主導
新クラブ設立のためのスポンサークラブは設置しません。
各クラブにおいて、様々な問題を抱えている中で、新クラブ設立のためにスポンサークラブを探し、依頼する
事は、現在の情勢では極めて難しいことです。
また、たとえスポンサークラブの申し出があっても、新クラブが、その従来型のクラブ運営を踏襲するように
なりますと、新たな視点でのクラブ運営は、困難を伴います。
★ 新クラブの設立は、地区ガバナー主導の下で、新たに委嘱された「新クラブ創立準備委員会」が担当し進め
てまいります。

３．新クラブの基本構想
（１）各会員が負担するコストの削減を行い、若年層、女性、定年退職者など、幅広い会員が入会可能になる
ような低コストを目指します。
（２）クラブ運営に伴う事務作業は会長・幹事等の役員が、分担して行う事を基本とし、クラブ事務局、及び
事務局員は、当分の間、設置しません。
（３）例会は、「モーニング例会」を基本とし、時間を有効に使えるように設定します。
（４）例会場は、交通至便な梅田ターミナル近辺を予定しています。
（５）I M 所属グループは設立時までに地区で検討します。

４．会員と例会
（１）会員対象者：年齢、性別は問わず、元会員・元ロータアクターの方も歓迎します。
（２）エ

リ

ア：大阪市内全域とします。

（３）目 標 人 数：設立時30名、その後、会員増強を段階的に進めます。
（４）会員連絡手段：電子メールを基本とし、会員専用のＨＰを設けます。
さらにメーリングリストを活用します。
（５）食

12

事：ビュッフェ形式とし実費払いにします。
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（６）会

費：入会金・年会費いずれも10万円以下を目標とします（食事代は別）。

★ 同様な趣旨で設立され発展を続ける「パワー浜松RC」などの新しいクラブを参考に、進むべき方向
を、探ります。

５．会員募集
（１）創立会員の年代層
少なくとも電子メールを使える事業経営・専門職・奉仕活動等に従事されている方々を原則として、
幅広い世代の、幅広い職業人に募集をかけてまいります。
（２）会員募集方法
地区会員増強拡大委員会・地区広報委員会を通じて、当地区会員の皆様に、新クラブの趣旨・概要を
周知徹底したうえで、募集を行います。
（３）広報の方法
広く一般に募集することを原則とします。
（４）その他
設立時期については、2011−2012年度中の設立を目指し進めてまいります。

６．新クラブ創立準備委員会
岡部

泰鑑（大阪城南ＲＣ）

ガバナー

境

髙彦（大阪城南ＲＣ）

地区代表幹事

横山

守雄（大阪中央ＲＣ）

ガバナー特別代表

池尻

誠（八尾ＲＣ）

直前地区代表幹事

村橋

義晃（大阪中之島ＲＣ）

次年度地区代表幹事

西村

俊彦（東大阪みどりＲＣ）

地区クラブ奉仕・拡大増強委員長

西口

宗宏（大阪中央ＲＣ）

地区広報委員長

山田芙美江（元大阪そねざきＲＣ）

元地区クラブ奉仕・拡大増強委員

７．入会希望者の推薦
会員の皆様には、入会希望者の推薦ならびに勧誘に、ご協力賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

８．連絡問合せ先
西口

宗宏：地区広報委員長
TEL

06-6622-1323

FAX 06-6622-0837

Mail westgate@nifty.com
★創立の趣旨・募集に関しては、地区HPにも掲載させて頂く予定です。
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各クラブ創立日・認証日一覧表
2011 年 7 月 1 日現在

クラブ名

14

創立年月日

認証日

周年

入会金

年会費

ビジターフィー

備

考

大東

1967年12月26日 1968年 1月24日

¥150,000 ¥240,000

¥3,000

大東中央

1996年 3月14日 1996年 4月16日

¥100,000 ¥240,000

¥3,000

東大阪

1957年 6月 4日 1957年 6月17日

¥120,000 ¥320,000

¥4,500

東大阪中央

1972年 2月20日 1972年 3月 3日

40周年 ¥100,000 ¥285,000

¥4,500

東大阪東

1965年 3月 4日 1965年 4月28日

¥100,000 ¥280,000

¥3,000

東大阪みどり

1998年 9月24日 1998年10月28日

¥100,000 ¥320,000

¥3,000

東大阪西

1985年 3月18日 1985年 3月29日

¥100,000 ¥300,000

¥4,000

枚方

1961年 2月28日 1961年 4月 3日

¥200,000 ¥250,000

¥3,000

茨木

1959年12月23日 1960年 2月 9日

¥100,000 ¥260,000

¥3,000

茨木東

1974年 2月14日 1974年 3月 8日

¥100,000 ¥260,000

¥3,000

茨木西

1993年12月 8日 1993年12月21日

¥150,000 ¥290,000

¥4,000

池田

1954年 4月24日 1954年 5月 4日

¥150,000 ¥300,000

¥3,000

池田くれは

1984年 4月16日 1984年 4月24日

¥100,000 ¥260,000

¥3,500

門真

1969年 4月17日 1969年 6月13日

¥100,000 ¥300,000

¥3,500

交野

1984年 6月25日 1984年 6月28日

¥50,000 ¥200,000

¥1,000

香里園

1995年 4月29日 1995年 5月31日

¥100,000 ¥250,000

¥2,000

くずは

1974年 5月30日 1974年 6月25日

¥200,000 ¥280,000

¥3,000

箕面

1969年 4月17日 1969年 5月 9日

¥100,000 ¥300,000

¥3,500

箕面中央

1980年 6月13日 1980年 6月13日

¥100,000 ¥336,000

¥3,800

守口

1961年 3月20日 1961年 4月24日

¥100,000 ¥280,000

¥3,000

守口イブニング

2000年11月 2日 2000年11月22日

¥100,000 ¥300,000

¥3,000

寝屋川

1969年 4月18日 1969年 4月25日

¥100,000 ¥290,000

¥3,000

大阪

1922年11月17日 1923年 2月10日

¥200,000 ¥320,000

¥4,700

大阪中央

1984年 1月26日 1984年 2月 6日

¥250,000 ¥300,000

¥4,000

大阪堂島

1987年 6月15日 1987年 6月29日

25周年 ¥200,000 ¥300,000

¥4,000

大阪フレンド

1999年 6月 3日 1999年 6月23日

¥50,000 ¥360,000

¥4,500

大阪東

1957年 6月 6日 1957年 6月17日

55周年 ¥100,000 ¥280,000

¥4,700

大阪東淀ちゃやまち 1970年 6月26日 2009年 5月18日

¥200,000 ¥300,000

¥4,000

大阪平野

1975年 2月20日 1975年 3月29日

¥200,000 ¥340,000

¥4,500

最終週は¥2,800

大阪本町

1991年 3月26日 1991年 6月24日

¥100,000 ¥220,000

¥4,800

月１回¥3,800

大阪イブニング

1986年 1月23日 1986年 2月17日

¥150,000 ¥364,000

¥4,000

大阪城南

1969年 5月30日 1969年 6月13日

¥100,000 ¥150,000

¥4,500

大阪城東

1973年 4月27日 1973年 6月 7日

¥150,000 ¥340,000

¥4,600

大阪柏原

1970年 6月 1日 1970年 6月17日

¥100,000 ¥280,000

¥3,000

大阪北

1952年12月16日 1953年 1月16日

¥150,000 ¥300,000

¥4,200

大阪北梅田

1992年 1月20日 1992年 2月17日

20周年 ¥100,000 ¥150,000

¥4,400

最終週は軽食¥3,000

大阪御堂筋

1993年 1月28日 1993年 3月 9日

¥150,000 ¥300,000

¥4,800

第１例会日は¥3,800

大阪南

1952年12月16日 1953年 1月16日

¥150,000 ¥300,000

¥4,500

大阪中之島

1992年10月29日 1992年11月20日

¥100,000 ¥300,000

¥4,000

大阪難波

1976年 8月 5日 1976年 8月27日

¥100,000 ¥330,000

¥4,500

最終例会日は¥2,700

大阪なにわ

1984年 2月23日 1984年 3月 5日

¥150,000 ¥360,000

¥4,800

コーヒー例会¥2,500
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第3週は¥2,000

第2・4週は¥2,500

第2・4週は¥3,000
月１回軽食￥3,500 隔月１回￥4,800

クラブ名

創立年月日

認証日

大阪南西

1974年 6月10日 1974年 6月17日

大阪ネクスト

2007年10月13日 2007年11月 7日

大阪西

周年

入会金

年会費

ビジターフィー

備

考

¥4,500

最終例会日は¥2,700

¥70,000

¥1,000

食事用意なし

1957年 6月 4日 1957年 6月17日

¥150,000 ¥280,000

¥4,700

大阪大手前

1983年 3月18日 1983年 4月 6日

29周年 ¥200,000 ¥300,000

¥4,700

大阪大淀

1973年 2月22日 1973年 3月20日

¥200,000 ¥320,000

¥4,800

最終例会日は¥3,500

大阪リバーサイド

1980年 4月10日 1980年 4月29日

¥200,000 ¥300,000

¥3,000

最終週は¥2,000

大阪咲洲

1995年10月11日 1995年10月31日

¥200,000 ¥300,000

¥4,000

大阪西北

1969年 5月27日 1969年 6月13日

¥200,000 ¥270,000

¥4,700

大阪西南

1969年 5月21日 1969年 6月 9日

¥150,000 ¥280,000

¥4,700

大阪船場

1988年 5月23日 1988年 6月 3日

¥150,000 ¥320,000

¥4,800

大阪心斎橋

1970年11月10日 1970年11月19日

¥150,000 ¥300,000

¥4,300

大阪城北

1977年 6月29日 1978年 2月20日

35周年 ¥200,000 ¥300,000

¥4,000

大阪そねざき

1994年 3月 2日 1994年 3月16日

¥150,000 ¥320,000

¥4,700

大阪天満橋

1967年11月 4日 1967年12月21日

¥200,000 ¥300,000

¥4,700

大阪天王寺

2011年 1月 1日 1969年 6月21日

¥100,000 ¥320,000

¥4,500

第2・4週は¥2,500

大阪帝塚山

2011年 7月 1日 1961年 6月21日

¥100,000 ¥300,000

¥4,500

最終例会日は¥2,800

大阪東南

1985年11月26日 1985年12月10日

¥150,000 ¥120,000

¥4,600

大阪鶴見

1984年 7月10日 1984年 8月 6日

¥200,000 ¥300,000

¥4,000

大阪梅田

1977年 6月29日 1977年 7月30日

¥100,000 ¥320,000

¥4,800

大阪梅田東

1988年 5月20日 1988年 6月 1日

¥200,000 ¥300,000

¥4,000

大阪うつぼ

1981年 4月17日 1981年 4月28日

¥100,000 ¥352,000

¥4,500

大阪−淀川

1961年 1月14日 1961年 3月28日

¥200,000 ¥300,000

¥4,000

大阪ユニバーサルシティ 2001年 3月27日 2001年 5月 2日

¥200,000 ¥240,000

¥4,000

千里

1973年 6月12日 1973年 6月28日

¥200,000 ¥240,000

¥4,500

千里メイプル

1998年 6月13日 1998年 6月24日

¥150,000 ¥300,000

¥4,000

摂津

1970年 9月26日 1970年10月 9日

¥100,000 ¥270,000

¥3,000

四條畷

1977年11月30日 1978年 2月 3日

¥50,000 ¥200,000

¥2,000

新大阪

1985年 5月 8日 1985年 5月17日

¥100,000 ¥300,000

¥4,000

吹田

1958年12月18日 1959年 4月15日

¥150,000 ¥240,000

¥3,000

吹田江坂

1990年 2月27日 1990年 3月15日

¥200,000 ¥320,000

¥4,000

吹田西

1980年 6月12日 1980年 6月13日

¥200,000 ¥300,000

¥4,000

高槻

1954年 6月15日 1954年 7月 6日

¥120,000 ¥260,000

¥3,000

高槻東

1973年 3月 1日 1973年 4月19日

¥120,000 ¥280,000

¥3,000

高槻西

1989年 6月15日 1989年 6月27日

¥120,000 ¥280,000

¥3,000

豊中

1959年 6月16日 1959年 6月27日

¥100,000 ¥300,000

¥3,500

豊中南

1969年 6月 5日 1969年 6月13日

¥100,000 ¥320,000

¥3,500

豊中−大阪国際空港 1972年 2月23日 1972年 3月 2日

¥100,000 ¥316,000

¥3,000

豊中千里

1986年 2月 5日 1986年 2月20日

¥100,000 ¥320,000

¥4,000

八尾

1961年 3月28日 1961年 5月 3日

¥100,000 ¥274,000

¥2,500

八尾中央

1982年12月 7日 1982年12月15日

¥100,000 ¥300,000

¥3,000

八尾東

1973年 2月23日 1973年 5月23日

¥50,000 ¥270,000

¥3,000

¥100,000 ¥310,000
¥10,000

月1回は¥3,300

月末は軽食¥3,300
月1回は¥3,300

月1回は¥3,500
年会費に会食費含む
軽食日は¥3,000

月1回は¥2,000

第3例会日
（第2例会場）は¥5,000

（注）大阪ＲＣは1949年4月13日に再認証
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2660
GOVERNOR’S MONTHLY LETTER 2011.8

15

文

庫

通

信

（ 286 号 ）

「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立された皆様の資
料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万３千点を収集・整備し皆様のご利用に備え
ております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料につい
てはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページでPDFもご利用いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。
以下資料のご紹介を致します。

地区大会の講演から
◎「日本の歩むべき道」

小泉純一郎

◎「日本人のわすれもの」

2011

櫻井よしこ

8p

2011

（D.2590）

2p

（D.2690）

◎「日本経済復活のキーワード“グローバルセンス”」
◎「地域の繁栄は国の繁栄」

金

美齢

2011

◎「私とスペシャルオリンピックス活動」

財部誠一

2p

2011

3p

（D.2760）

（D.2630）

有森裕子

2011

6p

（D.2750第30回インターアクトクラブ年次大会）
◎「変わりつつあるロータリー」
◎「ロータリー財団の方向性」

川尻政輝

◎「CLPとクラブ活動について」
◎「津波が変えた私の人生」

江崎柳節
松宮

道下俊一

2011
2010

剛

5P

2010

2008

3p

（D.2760）
（D.2780）

9P

10P

（D.2780）
（D.2780）

［申込先：ロータリー文庫（コピー / P D F ）］

ロータリー文庫
〒105-0011

東京都港区芝公園2-6-15

黒龍芝公園ビル3階

TEL（03）3433-6456・FAX（03）3459-7506
htt p : / / www.rotary-bunko.gr.j p
開 館 ＝ 午前10 時 〜 午後 5 時
休 館 ＝ 土・日・祝祭日
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敬

高 田

剛

弔

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

植 田 恭 平

会員

（大阪城北 R C ）

会員

（大東R C ）

2011年6月16日逝去（享年54歳）

2011年6月29日逝去（享年53歳）

I T 委員長

理事

青少年活動委員長

社会奉仕委員長
米山奨学委員長
青少年奉仕委員長
会計
世界社会奉仕委員長
広報委員長
出席委員長
米山功労者（マルチプル）
ポール・ハリス・フェロー

<お知らせ>
● 事務局移転

● Eメールアドレスの変更

大阪そねざきR C

大阪帝塚山R C のEメールアドレスが

新事務局

変更になりました。

住所：〒541 - 0058 大阪市中央区南久宝寺町 3 - 1 - 8

新 Eメール：tezukayama-rc@nifty.co m

本町クロスビル9階 JTB海外旅行西日本支店内
電話：06 - 6252 - 2798

FAX：06 - 6252 - 2790

Eメール：k ̲kawanami803@west.jtb.jp

● ホームページアドレスの変更

大阪南西R C の新 アドレス：
http://nanseirc.com/

● クラブ幹事変更

大阪梅田R C の新 アドレス：
http://osaka-umeda-rc.sakura.ne . j p /

大阪そねざきR C
川

並

和

幸

旧幹事

菅

原

真

一

高槻西R C の新 アドレス：

新幹事

http://rc-takatuki-west.main.jp/
八尾中央R C の新 アドレス：

● お詫びと訂正

http://www6.ocn.ne.jp/~ycentrc/

月信7月号の地区組織図に地区大会実行委員会
実行副委員長 野﨑瞭一様が抜けておりました。
また、地区協議会ホスト

● 危機管理委員会委員変更

大阪城南ロータリー

新委員

小

林

正

啓（大阪城南RC ）

クラブとなっておりましたが、大阪中之島ロー

旧委員

岩

本

洋

子（大阪そねざきRC ）

タリークラブの間違いです。
お詫びして訂正いたします。

月信編集委員会からのおねがい
□ ガバナー事務所への月信に関するご連絡は、
FAXまたは

E-Mailにてお願い致します。折り返し、できるだけ早く
ご連絡致します。

□ 投稿は原稿（写真付きの場合は一緒に添えて）
を掲載月

の前々月20日までに、事務所必着でお送り下さい。
原稿はなるべくパソコンでの作成をお願い致します。
掲載の採否、字数の整理、並びに止むを得ない掲載月の
変更等につきましては、月信編集委員会にご一任下さい。

□ 物故会員のご連絡は、専用の用紙にてFAXをお願い

2011〜2012年度
国際ロータリー第2660地区

【ガバナー事務所ご案内】
● 事務局スタッフ
ガバナー
地区代表幹事
地区副代表幹事
事務局長
事務局員

致します。

□ 今年度の月信につきましては、各クラブ理事・役員・事務

局・備品用に、各クラブの会員数に応じて部数を設定し、
無 料 配 布 致しま す 。ま た 、ご 希 望 の 会 員 に は 有 料
（年間2,200円・1冊200円）配布とさせていただき
ますので、出来るだけ多くの方のお申し込みをお待ち
しています。

●休
岡部
境
渡邊
今井
栗正
春名

泰鑑
髙彦
邦雄
貢二
久美
志保

36名

詳細はガバナー事務所まで
お問い合わせ下さい。
至北浜

セブン
イレブン

阪神高速

旧トヤマビル

筋

gov@ri2660.gr.jp

トヤマビル中央館

● メールアドレス

Ｎ

阪神高速
本町出口
トヤマビル東館

トヤマビル

泰鑑
髙彦
邦雄
豊
敬則
貢二

最多

堺

岡部
境
渡邊
畑田
尾﨑
今井

ガバナー事務所に会議室を
併設致しております。

りそな銀行

・ガバナー
・地区代表幹事
・地区副代表幹事
・担当地区幹事
・担当地区幹事
・事務局長

年末年始
2011年12月29日
（木）
〜
2012年 1 月 4 日
（水）

〒541-0052
大阪市中央区安土町1−5−11
トヤマビル東館 6 階
TEL：06−6264−2660
FAX：06−6264−2661

http://www.ri2660.gr.jp/

月信編集委員会

夏期
2011年8月12日
（金）
〜
2011年8月17日
（水）

● 所在地・電話・ファックス

● ホームページアドレス

日

土曜、
日曜、祝日

12番出口
本町通り

● 勤務時間
9：30 〜17：00

地下鉄
堺筋本町駅

は一方通行

至日本橋

※ 地下鉄堺筋線 堺筋本町駅 12番出口すぐ

国際ロータリー第2660地区
〒541- 0052 大阪市中央区安土町1 - 5 - 11 トヤマビル東館6Ｆ
電話 06-6264-2660 Fax 06-6264-2661 E-mail:gov@ri2660.gr.jp

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2660
6F Toyama Bldg. East 1-5-11 Azuchi-machi Chuo-ku OSAKA 541-0052 JAPAN
Phone.＋81-6-6264-2660 Fax.＋81-6-6264-2661 E-mail:gov@ri2660.gr.jp

