
IM クラブ名 備考

1 箕面① QA付

箕面②

大阪北 三つ折り

大阪梅田東

豊中

豊中南 三つ折り

2 大阪東淀ちゃやまち 三つ折り

吹田 三つ折り

吹田西

高槻

3 香里園

守口イブニング

大阪東

大阪城東

大阪城北

4 東大阪 三つ折り

東大阪中央 三つ折り

八尾東

5 大阪堂島 三つ折り

大阪西

大阪心斎橋 三つ折り

大阪ユニバーサルシティ

大阪うつぼ

6 大阪咲州

大阪東南

本クラブパンフレットは、パンフレットのひな型の検討にあたり各クラブからご提
供いただいたもので、ご参考までに紹介させていただくものです。

第2660地区内　クラブ紹介パンフレット
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創 立 1972年2月20日
例 会 日 第１月曜日 18 30 19 30

他 月曜日 12 30 13 30
例 会 場 シェラトン都ホテル大阪「志摩の間」
会 員 数 18名（2019年7月1日現在）
年 会 費 300,000円 臨時会費50,000円
奉 仕 ニコニコ内祝25,000円

クラブ基金20,000円
登 録 料 地区大会5,000円
積 立 特別準備金10,000円 災害基金5,000円
義務出席 慰労会28,000円新年会10,000円
寄 付 ポリオ6,000円 米山普通5,000円
任意寄付 ロータリー財団特別（＄200）

米山奨学特別寄付（30,000円）

例 会 前半30分食事、連絡事項など
後半30分卓話

委 員 会 約14の委員会いずれかで活動
奉仕活動 社会奉仕、国際奉仕等の奉仕活動
親睦活動 会員、会員家族を交えた親睦会

（旅行、クリスマス会等）
情報集会 会員の交流を深める会

台 湾 鹿港ロータリークラブ

         小阪本町ロイヤルハイツ405号
   TEL 06(6753)8823   FAX 06(6753)8826
   E-mail: jahcrc@gmail.com
   http://higashiosaka-central-rc.com

世界中の34,000以上のクラブから成る国際ロータ
リーは、事業、専門職、地域社会のリーダーであ
る会員の世界的ネットワークを形成しています。
ロータリークラブの会員は、地域や世界のため
に、時間と能力を傾けて 人々の生活を改善したい
という情熱で奉仕しながら、その過程で末永い友
情を築いています。ロータリアンは毎週の会合
で、危機下の児童擁護、貧困および飢餓救済、環
境、識字向上、暴力といった現代の最も深刻な問
題の数々に取り組む地域社会奉仕プロジェクトを
実行しています。

東大阪中央ロータリークラブ　事務局

ク ラ ブ 概 況

主 な 活 動

姉妹クラブ

ロータリーとは

1985年６月の姉妹クラブ締結以来、互いの創立記念式典
には訪問するなど、多岐にわたり友好的なクラブ交流が
続いています。東日本大震災の折には、義援金をいち早
く送金して下さいました。 〒 557-0802  東大阪市小阪本町１－５－１４

※税制優遇対象で申告用領収書配付 出会える人生の宝物
ロータリ―クラブの会員には、地元だけでなく世
界中の地域社会に貢献できる機会があります。各
国で開かれている例会にいつでも出席できます。
奉仕活動を通じて、様々な業種のビジネスリー
ダーに会える場所です。これまでにない人との出
会い、人脈を広げて、世界に確かな違いをもたら
すことができる喜びや感動・達成感を味わいま
しょう。

東大阪中央ロータリークラブ
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東大阪中央ロータリークラブの奉仕活動
毎年、近鉄布施駅にて献血活動を実施しています。

児童養護施設の子供たちをUSJに招待

マット・マートン選手チャリティーイベント

国際奉仕事業

中嶋常幸プロ チャリティーゴルフコンペ

熊本地震復興支援「親子でびっくりバスツアー」

1年間の長期交換では宿泊と食事代、学費はロータリーが
負担し、海外で複数のホストファミリー宅に滞在しなが
ら、現地の学校に通います。異文化を理解し、国境を越え
た友情と信頼を築く機会をもたらすことで、世界の平和を
少しずつ実現できると私たちは信じています

ロータリー米山記念奨学会

米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け橋となって活
躍する優秀な留学生を奨学することを目的としています。
奨学生の採用数は、年間720人。奨学団体としては、事業
規模・採用数とも、日本国内では民間最大です。これまで
に支援してきた奨学生数は、累計で18,648人（2015年7
月現在）。その出身国は世界123の国と地域に及びます。

青少年交換留学制度

ミャンマーに学校寄贈など、海外自立支援
＊ミャンマー・モウパリン小中学校建設寄贈

＊ミャンマー・養鶏所建設
＊フィリピン・被災女性に自立支援職業訓練
＊フィリピン・ビコール地区に視聴覚教材寄贈

＊ケニア・シープケア小学校 学校給食支援

親 睦 活 動

モウパリン村に校舎1棟・机・椅子・文具他・寄贈家族会ではクリスマス会や、家族旅行などの楽しい催し
に家族、友人たちを誘って参加することで親睦の輪が広
がります。

京都にお花見と美味しいお食事

御坊地引網体験 大漁で子供達もお手伝い

お友達も誘って楽しくプレー 
茨木カンツリー 楽部でゴルフ同好会

クリスマス会はお孫さんも楽しいイベント
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新しく入会を希望される方へ

大阪西ロータリークラブ 

ロータリーとは 

 まず別紙「ロータリーとは」をよくお読みになって、その精神を充分ご理解してください。

詳しいことは、入会されてからお互いに研鑽していったらよいと思いますが、ロータリーに

ついて一番誤解され易いことのひとつは、単なる社交クラブだと思われることです。 

ロータリアンになると、どんな特権があるのでしょうか？ ロータリーの記章を襟につけ

ることだとお考えでしょうか？ それとも入会のむつかしいクラブの会員になれるとことだ

と思われますか？ 

確かに会員になるには厳しい制約がありまして、そのひとつひとつを経なければなりませ

んので、そのように解釈されるのはもっともといえましょう。しかし本当の特権というのは、

わが大阪西ロータリークラブだけでも１００人、大阪市内の４２クラブを合計して 2,199 人

（2017.7）、日本全国では約 8 万 9千人、全世界ならば 120 万の知人、友人を作り得ることな

のです。しかも、その人たちは例外なく初対面であっても安心して話し合える人々なのです。

こんな大きな特権を与えられることは他にまたとありましょうか。 

ロータリーには特権と思われるものもある代わりに色々な義務を課せられます。まずロー

タリーとはどんなクラブがあるかをご理解なしにご入会になりますと、苦痛に感じられると

同時に、何のためにお入りになったか分からぬことになるでしょう。 

例会への出席 

◎ ロータリーでは毎週 1 回例会 （当クラブでは毎週月曜日 12 時 30 分～13 時 30 分までヒ

ルトン大阪にて）を開いて食事を共にしながらお互いの友好を深め、卓話を聞き、親し

く話し合うことになっていますが、その例会には必ず出席しなければなりません。入会

の当初お顔なじみも少なく、おっくうな気もしましょうが、しばらく努力していただき

ますと、会員たちは新入会員に対して旧知のように手を差しのべ、親しく話しかけてく

れるでしょう。そのうちにきっとあなたは例会に出席せねば物足りないようにおなりに

なると思います。 

◎ 一番いけないのが無断欠席です。万一やむを得ず欠席の際はクラブ事務局へ通知してく

ださい。 

◎ ロータリーは国際組織ではありますが、出席はホームクラブへすべきです。しかしやむ

なく当クラブの月曜日の例会に欠席された場合は、その当日若くはその日の前後各１４

日（先々週の火曜日から先々週の土曜日まで）の間に国内または外国のいずれかのロー

タロークラブの例会にご出席になれば、欠席をメークアップ（埋め合わせ）することが

できます。他クラブへのご出席は、他クラブのロータリアンと親しくなり、知り合いを

広める機会となります。また、当クラブの主催する職場訪問、ファイアーサイドミーテ

ィング、大阪西ローターアクトクラブの会合等に出席されるとメークアップとみなされ

ます。 
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◎ 出席率１００％がいわゆる会員の義務なのですが、もし６ヵ月間（７月より 12 月、１月

より６月）のメークアップを含む出席率が 50％に達しない場合、または同じ期間に所属

クラブへの出席率が 30％未満の場合は自動的に会員の資格を失います。＜クラブ定款第

15 条第 4節＞ 

例会以外の諸会合への出席 

◎ ロータリーは、毎週の例会へさえ休まずに出ておれば、万事、事足れりとはゆきません。

その他に色々な公式または非公式な会合がありますので、これらに進んで出席していた

だかねばなりません。ことに当クラブの例会では他クラブからの来訪者もあるので、当

クラブ会員同志の親睦を深めるのに困難なこともあります。その意味でも、例会以外の

水入らずの諸会合には是非出ていただきたいと思います。 

◎ 各種委員会への出席 

  当クラブでは 14 の各種委員会がありますが、入会されますと必ずいずれかの委員会にお

入りを願うことになります。ロータリーの活動は、委員会を中心に推進されており、あ

なたは、委員長の指示に従ってそれぞれの奉仕活動をすることになります。委員会の会

合は年何回といった定めはなく随時開催されます。 

◎ クラブフォーラムへの出席 

  ロータリーの知識と教育の手段として、また、ロータリーの各部門の活動を検討するた

め、参加者に役職上の資格を制限しないで誰でも全く自由な討論をする当クラブのみの

会合であります。この討論会はクラブ奉仕、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、新世代委

員会についてそれぞれ年 1 回、合計年 5 回開催されることになっており、すべての会員

が出席されるよう要請されています。 

◎ インターシティー・ミーティングへの出席 

  当クラブの所属する第 2660 地区内で、近隣の数クラブが集まって自由に討論をする会合

で、これもロータリー知識養成と教育のためのものですが、平素あまり交流のない他ク

ラブ会員との意見交換や友情をあたためるためにも非常に有益であります。年 1 回開催

され、全会員の出席と討論への参加が望まれております。 

◎ 地区大会と国際大会への出席 

  第 2660 地区内で、年 1回、地区大会が開催されます。会員および家族の親睦、および地

区内各クラブの活動、ならびに国際ロータリーに関する問題を全般的に討論することに

よって、ロータリーの綱領を推進しょうというのが目的であります。会員は家族と共に

挙って出席してください。 

  国際大会は世界のロータリアンおよび家族が年 1 回集まる大会ですが、ほとんど外国で

開催(連続2年を越えて同一国で開催いたしません)されますので(1978年に東京で・2004

年大阪で開かれました)、遠方でありますから、もしご都合がつけば参加してください。 

◎ 非公式な色々の会合への出席 

さらにロータリーをよく知り、また知り合いをひろめて奉仕の機会を作るためにも役立

つよう、次のような会合がありますので、なるべくお繰り合わせご出席をお薦めします。 

会員親睦会、家族親睦会、囲碁・ゴルフ・麻雀等の同好会、その他。 
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時間の厳守 

 ロータリーの会合はいつも時間励行です。開催時間にすべり込みは避けてください。切り

つめた時間に最も有意義で楽しい内容を持とうというのがねらいで、恐らく他の会合では味

わえないでしょう。 

ニコニコ箱 

自分自身や社会のことで何か慶び事のあったとき、その心待ちをあらわして、なにがしか

のお金を入れる箱を「ニコニコ箱」と呼んでおります。いくら入れるかは勿論自由ですが、

一応基準のようなものが作られておりますので事務局へお尋ねください。これらのお金はク

ラブの国際奉仕・社会奉仕・青少年奉仕の資金に当てられます。 

仕事の分担と運営 

 ロータリーでは会員が一人残らずクラブの仕事を分担しています。そして毎年持ち回りで

（ローテートして）役割を交代して行き、停滞しないところにロータリーの特色と妙味があ

るのです。従ってロータリーの役員や委員に推薦されたり、例会でのスピーチを頼まれた場

合は、断わらないで直ぐ引き受けることになっています。 

 新たに入会されると同時に何等かの委員を委嘱されます。あなたはその委員会の委員長か

ら、どんな計画があり、どんな活動をするのか、詳しくお聞きになっていただきたいと思い

ます。 

入会に伴う諸費用 

   入会金             150,000 円 

   会 費（６ヵ月）        150,000 円 

   財団寄付             100 ドル 

   例会以外の公式・非公式諸会合への参加実費 

ロータリーの文献 

 ロータリーの奉仕を知っていただくために各種の文献を差し上げますから、必ず全部目を

通してください。 

定期刊行物としては、次のものがあります。 

   クラブ週報 (週 1回)  クラブ会報  ロータリーの友 (月刊) 

   がバナー月信 (月刊)  Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｉａｎ (月刊。アメリカより直送・英文) 

事務局と例会場 

 事務局  大阪市北区梅田 1丁目 1番 3号 （〒530-0001） 

        大阪駅前第３ビル 30 階  TEL06-6348-8436  FAX 06-6347-4556 

        Ｅメール ｏｆｆｉｃｅ＠ｏｓａｋａｗｅｓｔｒｃ．ｏｒｇ 

 例会場  ヒルトン大阪      TEL 06-6347-7111 

 例会日  毎週 月曜日 12 時 30 分～13 時 30 分 
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ロータリーとは
大阪西ロータリークラブ 

その誕生は1905年 わが国では明治38年、日

露戦争の真最中でありましたが、そのころアメリ

カでは、経済恐慌のあとをうけて、人心はすさみ、

町には犯罪がみちあふれ、商業道徳は地を払うと

いう様相を呈しておりました。シカゴはこの見本

のような都会でしたが、そこに開業後9年になる

37歳の独身青年弁護士が住んでおりました。その

名をポール・ハリス(Paul Percy Harris)といい

ます。淋しがり屋で、人情にあつく、正義感の強

い彼は、世相を憂い、また心の底から話し合える

友人を得たいと願っておりました。 

いろいろ考えあぐんだ末に、ひとつのクラブを

つくろうと発意し、3 人の知己を誘って実現に乗

り出したのです。誘われたのは、石炭商のシルベ

スター・シール、鉱山技師のガスターバス・ロー

ア、洋服屋のハイラム・ショーレーです。そして

初めて会合したのが1905年2月23日の晩であり

ました。 

この日が今日、ロータリークラブの創立記念日

になっております。最初の会合場所はシカゴ市の

商業区ディアボーン街にある 16 階建のユニティ

ー・ビルの711号室、そこは鉱山技師ローアの事

務所でありました。 

2 回目以降は会合場所を順番に持ち回ったので、

クラブの名もロータリーと付けられたのです。会

員も次つぎに増え、間もなく 30 人を超えたが、

これが、シカゴ・ロータリー・クラブの起りであ

ります。 

世界の隅まで いま世界には200以上の国およ

び地域に広がり 34,823 のロータリークラブがあ

り会員総数 1,207,102 人の会員がおります(2015

年 2月 28 日ＲＩ公式発表)。100 年程昔にまかれ

た種は、アメリカから国境を越え、海を渡ってす

ばらしい花を咲かせました。 

 創立3年後、1908年に2番目のクラブがサンフ

ランシスコに誕生し、つづいて翌年オークランド、

シアトル、ロスアンゼルス、ニューヨークと、ま

たたく間にアメリカ各地にクラブが出来、さらに

1910 年にはカナダに 1911 年には大西洋を越えて

イギリスにもクラブが設立されました。 

 そして 1912 年、ロータリーの国際連合会がで

きたのですが、1922 年にはこの名称を Rotary 

International（国際ロータリー）と改めて今日

に至りました。自由諸国のほとんどすべての主要

都市には必ずロータリークラブが生まれたので

あります。 

 1920 年(大正 9 年)10 月、当時三井銀行の重役

だった米山梅吉氏は国際ロータリーから任され

て、初めて日本にロータリークラブをつくりまし

た。それが東京ロータリークラブであり、世界で

855番目のクラブでした。 

 つづいて1922年（大正11年）11月大阪に、1924

年神戸と名古屋に、1925 年京都に、1927 年横浜

に誕生し、後には朝鮮、台湾、満州の各地にまで

次つぎと拡がり、昭和15年6月末現在で48クラ

ブ、2,142人の会員を擁するにいたりました。 

 しかし、太平洋戦争に突入一歩手前の昭和 15

年9月に心ならずも国際ロータリーの組織から脱

退せざるを得ないようになりました。けれどもロ

ータリーの名称を変えても精神やルールは少し

も変えず、戦争中も戦後の混乱時にも例会を開き

つづけました。 

 戦後の発展はまことに素晴らしく、世界の驚異

ともいうべき発展を示したのであります。1949年

(昭和24年) 3月東京、大阪、京都、神戸、名古
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屋、福岡、札幌の七つのクラブが9年ぶりに国際

ロータリーに復帰し、それ以来、北は礼文から南

は石垣まで 2,278 のクラブと 89,003 人の会員を

有するようになりました(2015年 4月末)。 

市という市にはほとんど例外なくロータリー

があり、町にも生まれ、また大都市では市内にい

くつもクラブができ、アメリカに次ぐ世界第2位

のロータリー国となりました。国力の発展に比例

して拡大しました。 

目的は何か ロータリークラブの綱領(目的)

には｢有益な事業の基盤として、奉仕の理想を鼓

吹、育成することが目的｣だと書いてあります。

そしてこれを四つの点に集約して実践を求めて

います。 

(第 1)  奉仕の機会として知り合いを拡めるこ

と。 

      ごく限らせた人たちの間でなく、できるだ

け多くの人たちと交わり、違った職業、ちが

った境遇、ちがった世界の人たちと知り合う

ことによって、広い視野と大きい度量を持つ

ことができます。奉仕をするための基礎とし

て、友情と相互理解がまず必要なのです。 

(第 2)  実業および専門職業の道徳的水準を高

めること。あらゆる有用な職業は尊重される

べきであるという認識を深めること。そして

ロータリアン各自が職業を通じて社会に奉

仕するためにその品位あらしめること。 

   お互いの職業は天から授けられたもので

ありこれを高めるためにロータリアンは他の

人たち以上の心づかいを忘れてはなりません。

ただ儲かればよい、という自己本位はロータ

ローのかたく戒めるところです。その職業を

通じて世の中に貢献することに大きな喜びと

誇りをもつべきであります。業界の悪習や不

正に対してロータリアンは勇敢に立ち向いこ

れを是正せんとするのであります。 

(第 3)  ロータリアンすべてがその個人生活、職

業生活および社会生活において常に奉仕の

理想を適用すること。 

     ロータリーという｢奉仕｣とは他人への思

いやりであり、少しでも人さまのお役 

に立とうという心掛けであります。単に 

職業上のみならず日常生活、社会生活の全般

にわたってこの精神が大切であります。 

(第 4)  奉仕の理想に結ばれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって国際間の理解と、

親善と平和を推進すること。 

     ロータリーの特色のひとつは国際的な友

好親善にあります。言葉がちがい、皮膚の色

が異なり、風俗、習慣、宗教も異なっている

人びとがロータリーの奉仕の精神でひとつ

に結ばれ、お互いに正しい認識と理解をもち、

その基礎に立って親善協力の実を上げてゆ

くとき世界平和の道は決して遠くありませ

ん。国際ロータリーの提唱する世界社会奉仕

（World Community  Service）は、国際理解

のきわめて有効な方法といえます。 

 奉仕する人の集まり ロータリーのことを奉

仕クラブとよく呼びますが正確でありません。こ

の言葉は誤解を生みやすいのです。なぜならば、

クラブが奉仕活動をしてくれるから、自分は会員

になって“末席をけがしておれば”よい、との誤

った考えをもつ人がなきにしもあらずだからで

す。ロータリーは、奉仕を志す人々が集まったク

ラブであります。前記のロータリー綱領にも“お

のおの”ロータリアンは･･･と明記してあります。

“クラブ”の字はどこにも書いてありません。こ

の点が大切であります。 

  Service above self という標語が古くから

ロータリーにあります。“超我の奉仕”と直訳さ
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れていますが、故米山梅吉氏は、51年前にこれを

「サービス第一、自己第二」と和訳しています。

この方が判りやすいようです。ロータリーは戦争

中のような｢滅私奉公｣は求めません。商売人なら

ば利益を得るのは当然です。しかしもうけること

一点張りでは困ります。人さまのために役立って

いるかどうか反省が先きに必要なのです。また、

He  profits  most who  serves bestという標語

があります。｢最もよく奉仕するものは最も多く

むくいられる｣ということであります。 

四つのテスト 国際ロータリー会長を 1954－

55につとめたハーバート・テラーというシカゴの

人がその昔、破産したある会社の再建を引受けた

とき、再建の根本信念として“四つのテスト”Four 

- way Test というものを考え出しました。これ

をもって自らを律し、また従業員の行動基準とし

たのです。それは、 

1）真実かどうか (正直) 

2）みんなに公平か (公正) 

3）好意と友情を深めるか (善意) 

4）みんなのためになるかどうか (有意義) 

その会社はアルミニュウムの家庭用品をつく

っていましたが、何年かの内にりっぱに再建され

成功しました。テーラー氏は後年この文言の版権

を国際ロータリーに贈り、現在ロータリアンのた

めの思考、行動上の自戒、自省の言葉となってお

ります。 

奉仕活動の四部門 さてロータリークラブは

どんな奉仕活動をしているのでしようか。 

第1に職業奉仕 (Vocational Service) 

は前項｢目的は何か｣の第 2 項にある綱領を読めば

判るとおり、この綱領を自分の職域において実践

することです。そもそもロータリーは職業奉仕か

ら出発したクラブであります。正会員がそれぞれ

職業分類を貸与されているのは、自己の職業分野

へ、奉仕の精神を浸透させる責任を有することを

意味しております。生産者として販売業者として、

また専門職業人としてすべて自己の利益よりも相

手利用者の立場を考える心がけに徹することであ

ります。単に自分の職場だけではありません。広

く自分の所属する業界全体への奉仕であるべきで

す。 

  第 2に社会奉仕 (Community Service) 

 はそのクラブの所在する地域社会を、住みよい、

美しい、りっぱなものとするために、頭を使い時

間を割き、労力を用いるものであります。社会奉

仕といえば、とにかく慈善事業と間違えられやす

いのですが、金銭の寄付をするだけではロータリ

ーの社会奉仕とはいえません。いま問題の交通地

獄解消、公害排除、青少年教育などと真剣に取り

組み、町をきれいにするなど、地域の改善に力を

貸すことが大事な社会奉仕活動であります。 

  第 3に国際奉仕 (International Service) 

 は国際間の理解と親善をはかり平和な世界を築

くことがロータリーの目的のひとつであり、奉仕

活動であります。なすべきことはいくらでもあり、

口先だけの国際親善は無意味であります。世界社

会奉仕(World Community Service)は主として発

展途上国との間の理解増進のために具体的な方

法が取り上げられております。また、ロータリー

財団による世界各国間の奨学生交換や研究グル

ープ交換も大きい仕事であり、さらに日本のロー

タリアン全体で設立し、東南アジアからの日本留

学生を援助しているロータリー米山奨学会も国

際奉仕の一環であります。なお、外国のクラブや

地区と、日本のクラブや地区と組み合わせて相互

理解の前進につとめます。 

  第 4に青少年奉仕 (Youth Service)があります

が、指導力養成講座、社会奉仕プロジェクトおよ

び国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異
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文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、

青少年ならびに若者によって好ましい変化がも

たらされることを認識するものである。 

  若い人々の多様なニーズを認識しつつ、よりよ

き未来をもたらすために彼らの生活力を高める

ことによって、若い人々に将来への準備をさせる

ことは、各ロータリアンの責務である。 

 第 5 にクラブ奉仕 (Club Service)があります

が、これは上記の各奉仕活動を積極的に行うため

の、よい会員を選んだり、教育したり、あるいは、

ロータリーを拡大することや、お互いの友情をあ

つくし、諸会合への出席を奨励するなど、クラブ

の運営につくす部門です。 

いわば楽屋裏の活動ですが、この楽屋裏の活動

が活発でなければ、積極的な奉仕を心がけるよい

ロータリアンを数多く確保できません。それゆえ、

これは基本的活動部門といえます。 

ロータリークラブの特質 ロータリーはいう

までもなく社交クラブではありません。会費だけ

払えば会員であるというわけにはゆきません。例

会その他の会合の出席の義務を課せられていま

す。(別のリーフレット“新しく入会を希望され

る方へ”参照)また、上記の色々な奉仕活動をす

る責任があります。奉仕を目的とするクラブとし

ては、日本では、キワニス・クラブ、ライオンズ・

クラブなどありますが、ロータリークラブは職業

分類制の会員から成り、職業奉仕を最も強調する

ところに特長を持っております。ひとつの職業分

類から一人づつロータリーを選んだ代表的会員

が集まり、クラブ所在の地域社会における各職業

の横断面を示すよう工夫され構成されているの

であります。ロータリーは、奉仕の旗印の下にそ

れぞれの職業代表の人が集まったクラブであり、

ロータリアンは、奉仕の理想をそれぞれの業界に

持ち帰って実践に移すのであります。 

ロータリーは人生哲学 ｢根本的にいうとロー

タリーは、自己のために利益を得ようとする欲望

と、他人に奉仕しようとする義務感と、それに伴

う衝動との間に常に起こる争いを和解させよう

とする人生の哲学である。この哲学は奉仕－すな

わち、Service above Self の哲学であり、He 

profits most who serves bestという実践的倫理

の原則に基づいている」 

 この字句は 1923 年のセントルイス世界大会で

採択された決議文(23-34)に一節でありますが、

ロータリーの“奉仕の理想”の意味を適切に表現

しております。 

庶民のクラブ ロータリーの歯車の襟章は、エ

リートを表すものではありません。「奉仕は私の

身上」であることを他人にも示し、また自分をも

戒めるためのマークであります。万一このマーク

を付けたいばかりの目的で入会を望んだり、会員

となっても何の奉仕もしない人があればとんで

もない間違いです。お金持ちやおえらがたの集ま

りだと世間から誤解をうけてはなりません。ロー

タリーはどこまでも庶民のクラブであります。創

立者ポール・ハリスは一介の青年弁護士でありま

した。クラブ No.1 のシカゴは庶民の集まりでし

た。庶民のクラブであってこそ初めて地域社会と

密着し得るのです。土地に根をおろした組織のク

ラブにとってエリート意識は妨げとなります。奉

仕の美名にかくれて、意味のない社交に明けくれ

ている集まりのように陰口を叩かれないことも、

大切であります。      （2018.7.20） 
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2019 年 10 月吉日 

大阪西ロータリークラブへのお誘い

会 長     山内 康俊

幹 事     西川 雅章

会員増強委員長 根本 竜司

大阪西ロータリークラブとはどんな団体か 

・会員の全般的資格条件 

善良な成人であって、職業上、および(または)地域社会において良い世評を受けている人 

・綱領（会員のミッション） 

①奉仕の機会として知り合いを広めること 

②事業および専門職務の道徳的水準を高めること（業務を通して社会に奉仕する） 

③会員すべてが個人生活・事業生活・社会生活に、常に奉仕の理想を適用すること 

④奉仕の理想に結ばれた人の世界的親交によって国際間の理解･親善･平和を推進すること 

・奉仕の５大部門

①クラブ奉仕  ②職業奉仕  ③社会奉仕  ④国際奉仕  ⑤青少年奉仕

大阪西ロータリークラブはどんな活動をしているのか

・例会

毎週１回、月曜日の１２時３０分～１３時３０分、ヒルトン大阪にて開催。

食事をして、活動の報告、会長の講話、講師の卓話等を聴く。

欠席の場合、メークアップによる救済あり。

・例会以外の主な会合・活動

ファイアーサイドミーティング、ローターアクトクラブ会合、

クラブの各種委員会、クラブフォーラム、地区大会、国際大会、

会員家族忘年会、会員家族親睦会

・活動にあたっての心得

すべての会合において時間を守る

クラブ活動に関し、頼まれたことは断わらずに引き受ける

会員はクラブ運営について、毎年決められた委員会の役割に従い、主体的に活動をする

大阪西ロータリークラブはどれくらい費用がかかるのか

・入会金１５万円、年会費３０万円（含・昼食費、７月・１月に分割納入）

・財団と奨学会への寄付

・周年事業等へむけての積立金

・ニコニコ箱（奉仕事業資金）への寄付

・その他 同好会会合（ゴルフ、囲碁、麻雀、グルメ、ビールの会など）、新潮流研究会などに

参加した場合の実費
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卓話当番 講演者名(空欄の場合、担当会員が卓話者である）

6 中土　　浩
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会副委員長
　　　　　　　　　　　　　安部　吉宏

会員増強月間にちなんで

20 森下　祟毅

髙原　智成

27 野村　卓也 大阪未来構想

3 寺田　幸司
ロータリーの友 地区代表委員
　　　　　　　　　　　　　木村 芳樹（大阪南RC）

ロータリーの友月間にちなんで

10 只井　恒満
2018-19年度危機管理委員会副委員長
　　　　　　　　　　　　　近藤　眞道（高槻西RC）

ロータリー青少年保護と危機管理

1 丹生　昭教 地区米山奨学委員　　　　　清水　久博（大阪南RC） 米山月間にちなんで

15 中村　一志 龍生塾　塾長　　　清水　洋司 シュートボクシング　ライト級王者　西岡蓮太選手

22 岡　　豪敏 安田　若代・風間　友香子 ロータリーと私

29 奥村　茂樹 知的財産権について

5 太田垣啓一
地区ロータリー財団委員会　補助金小委員会
　　　　　　　委員長　今西　良介（大阪南RC）

ロータリー財団月間にちなんで

12 奥田　勝巳 ＯＳＰ　美しい平群と私

19 奥田　祐一

伊吹　弘行

26 コスモポリタンクバオロータリークラブ　ご挨拶

安積　　覚 バングラディッシュ奉仕活動報告

3 大富　國正
ラグビーワールドカップ2019
エグゼクティブコンサルタント　　　杉山　　茂

ラグビーワールドカップ2019の周辺

10

17 三枝　輝行 異なるふたつの愛情

7 作野　正宏 グリーン司法書士法人　代表　　　山田　慎一 相続のはなし

21 笹部　喜正 野球同好会　奮闘記

28 井上　久史 前地区職業奉仕委員長　　　北村　　譲 職業奉仕月間にちなで

4 大塚　道夫 チベット声楽家　　　バイマー・ヤンジン 幸せの近道　～日本に暮らして思うこと～

18 尾久土　治 和歌山大学観光学部　教授　　　尾久土　正己 宇宙観光最前線

25 中土　　浩 地区クラブ奉仕・拡大増強委員長　藤井　眞澄 RI2660地区の会員状況と増強について

4 丹生　昭教 米山奨学生　ラゴ，ジョルジョ 未来の社会について

11 仙木　伸介 内科医　谷口　友佳子 あなたの胃腸、元気ですか？

18 高原　智成 人口2/3激減時代の到来

寺田　幸司 Ｍｙ　Ｒｏｔａｒｙ登録について

西川　雅章 青少年交換事業について

中安　敬人 出席率向上について

8 髙士　雅次 最近の高齢者講習について

15 清水　美溥 大阪大学名誉教授　杉山　治夫 ＷＴ１がんワクチン

22 前田　泰志 新入会員の話

横田　英哲 米山奨学生　ディア　ロザ 米山奨学生の話

13 大田垣浩之 大阪心斎橋ロータリークラブ　佐伯　良一 41年間の私のロータリー

20 嶋井　敬司 阪神なんば線開業10年

太田垣啓一 ロータリー財団委員会　活動報告

只井　恒満

大阪西ローターアクトクラブメンバー

丹生　昭教 米山奨学委員会　活動報告

鳥居　俊彦 社会奉仕委員会　活動報告

井上　久史 職業奉仕委員会　活動報告

10

17 髙木　　健 一年を振り返って

1 山内　康俊 新会長の挨拶

9 作野　正宏 職業奉仕委員会　活動方針発表

笹部　喜正 国際奉仕委員会　活動方針発表

吉本　幸司 青少年奉仕委員会　活動方針発表

22 RI2660地区ガバナー　　　四宮　孝郎 ガバナー公式訪問

30 中村　一志 社会奉仕委員会　活動方針発表

古谷　直樹 ロータリー財団委員会　活動方針発表

横田　英哲 米山奨学委員会　活動方針発表

5 根本　竜司
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会副委員長
　　　　　　　　　　　　　安部　吉宏

会員増強月間にちなんで

19 松坂　英孝

友長　　悟

26 髙橋　洋祐 田中貴金属ジュエリー㈱取締役　池田　　収 資産用としての“金（キン）の話し”

2 寺田　幸司 お金と健康の役立つお話

9 明石　　晃
2018-2019年度ロータリーの友地区代表委員　木村　芳
樹

ロータリーの友月間にちなんで

30 田中　義久 建築雑話

9

2018-2019

3

25

4

1

2

7

8

移動例会のため卓話なし

新入会員の話

新入会員の話

12

10

9

11

8

新入会員の話

青少年奉仕委員会　活動報告
27

6

3

移動例会のため、卓話なし
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【個人情報につき取扱い注意】

2019年10月現在

正会員 正会員入会日職業名称 正会員勤務先名 役職

相崎　秀樹 57歳 2002/7/29 外食産業 株式会社ティーアイ 代表取締役

青井　康弘 66歳 2015/6/29 アパレル製造販売 株式会社ラピーヌ 代表取締役社長

明石　　晃 47歳 2017/3/6 税理士 税理士法人しんか 代表社員

秋山　圭市 91歳 1978/10/1 証券

安積　覚 51歳 2006/12/25 濾紙 安積濾紙株式会社 代表取締役社長

安部　吉宏 57歳 2011/5/16 ＯＡ機器販売 アース情報システム株式会社 代表取締役

粟村　卓家 63歳 1999/3/29 打抜金網 粟村打抜金網株式会社 代表取締役社長

市川　雅邦 68歳 2001/3/1 アパレル製造販売 株式会社シータプランニング 代表取締役

市田　晃 80歳 1993/1/11 ロール・フォーミング 日本特殊形鋼株式会社 代表取締役

井上　久史 52歳 2015/6/1 包装機器製造 シール栄登株式会社 代表取締役

井上　佳昭 61歳 2008/1/21 美術商 株式会社井上 代表取締役社長

伊吹　弘行 55歳 2018/10/15 酒精飲料 アサヒビール株式会社 近畿圏統括本部副本部長

岩城　啓好 53歳 2014/12/1 医師 中之島いわき病院 理事長

上野　朝義 69歳 2014/7/7 能楽 観世流能楽師

上野　義治 81歳 2002/6/3 司法書士 司法書士法人なにわ合同 社員(シニア・パートナー)

上田　茂久 60歳 1999/5/10 建築設計 株式会社上田茂久・建築設計工房 代表取締役

大倉　昊 83歳 1976/9/6 化粧品 株式会社ノエビアホールディングス 代表取締役社長

岡　豪敏 73歳 1985/9/2 弁護士 弁護士法人 近畿中央法律事務所 代表社員

尾久土　治 60歳 2015/10/19 不動産仲介 堂島実業株式会社 代表取締役

奥田　勝巳 65歳 2017/1/16 印刷 大阪シーリング印刷株式会社 常務取締役

奥田　祐一 59歳 2018/9/3 宝石貴金属販売 祐宝堂 代表

奥村　茂樹 68歳 2015/7/27 弁理士 奥村茂樹特許事務所 所長

大島　徹 87歳 1998/4/27 印刷 大島印刷株式会社 取締役会長

太田垣　啓一 75歳 1944/7/4 セメント 太平洋セメント株式会社 取締役

大田垣　浩之 49歳 1969/9/11 ディスプレイ 株式会社モアー工芸 代表取締役

大塚　道夫 70歳 1996/2/26 内装工事 大塚産業インテリア株式会社 代表取締役社長

大富　國正 81歳 1983/8/1 映像情報 株式会社エキスプレス 代表取締役会長

大森　孝平 65歳 2013/1/7 医師 医療法人大平会 理事長

甲斐　克宙 58歳 2004/11/15 内海海運 甲斐機船株式会社 代表取締役

垣見　吉彦 67歳 2018/4/9 財団 公益財団法人サントリー生命科学財団 理事長

加藤　仁 49歳 2012/1/16 社会保険労務士 社会保険労務士法人リードSK 代表社員

鴨谷　清三 82歳 2005/1/17 封筒 コーキ封筒株式会社 代表取締役社長

川島　柱賢 62歳 2017/5/22 不動産管理 株式会社ハウジングネットワーク 代表取締役

神崎　茂 87歳 1981/7/6 化粧品 日本コルマーホールディングス株式会社 代表取締役会長

木越　正司 73歳 2001/7/23 建築設計 株式会社相建エンジニアリング 代表取締役

北村　寅雄 83歳 1993/2/8 管工事

木村　友昭 44歳 2017/5/22 不動産管理 三基ビルテック株式会社 代表取締役

木村　毅 51歳 2019/7/1 流通システム サンデン・リテールシステム株式会社 関西･中四国支社長

桑森　章 60歳 2004/11/8 弁護士 桑森法律事務所 所長

鴻野　眞太郎 91歳 1968/11/25 燃料供給 株式会社シェル石油大阪販売所 代表取締役会長

鴻池　忠彦 65歳 1984/3/5 貨物自動車輸送 鴻池運輸株式会社 代表取締役社長

小寺　隆弘 58歳 2003/6/9 税理士 こでら会計事務所 代表

後藤　充宏 46歳 2017/6/5 イベント 株式会社スター 代表取締役

近藤　太郎 52歳 2017/5/15 タンク製造 コンドーＦＲＰ工業株式会社 代表取締役

三枝　輝行 78歳 1999/9/27 コンサルタント ㈱サエグサ流通研究所 代表取締役社長

作野　正宏 52歳 2015/6/1 旅行業 ㈱ジー・ティー・アンド・カンパニー 代表取締役

笹部　喜正 51歳 2014/12/8 不動産仲介 株式会社トラスティ不動産販売 代表取締役

嶋井　敬司 63歳 2017/6/29 鉄道運輸 阪神電気鉄道株式会社 顧問

清水　美溥 73歳 2006/7/3 コンサルタント ㈱エフ・アール・シー・ジャパン 社長

鈴木　聡也 43歳 2017/11/6 住宅建設 株式会社スズホーム 代表取締役

仙木　伸介 67歳 2012/4/23 酒精飲料 サントリーホールディングス株式会社 顧問

大阪西ロータリークラブ会員名簿
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～ 活動状況写真 ～

◆例会                      ◆ファイアーサイドミーティング

◆出前授業                    ◆国際奉仕（台湾台東地区 KOBN 事業） 小学校訪問

◆気仙沼中学校 修学旅行のお礼          ◆気仙沼小学校ブラスバンド ユニフォーム寄贈

◆清掃活動                    ◆会員・家族親睦旅行
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◆国際奉仕活動（マングローブ植樹）         ◆国際奉仕活動（バリ島児童託児施設支援）

◆Osaka Great Santa Run 2015 参加         ◆Osaka Great Santa Run 2015 支援内容 

◆会員・家族親睦会（納涼会）           ◆会員・家族親睦会（花見会）

◆国際交流（姉妹クラブ；台湾訪問）        ◆国際交流（姉妹クラブ；フィリピン訪問）
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大阪心斎橋RC
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大阪ユニバーサルシティRC
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大阪うつぼRC
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大阪咲洲RC
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大阪東南RC
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