
　　　　

▼卓話予告

1/18　「リーダー研・自然の中で」

八尾市小・中学校生活指導研究

　協議会会長　久保博義様

八尾市教育委員会事務局

　指導課指導主事　黒井健之様

1/25　中西啓詞元会長

2/1　「平和と紛争予防/紛争解決

月間に因んで」　三宅　博会員

2016年規定審議会

　先週の忘年家族会には、多くの皆様方に

参加頂き有難うございました。親睦委員会

の皆様には、最後までお世話になりご苦労

様でした。御礼申し上げます。

　本年も残り少なくなり、あと10日余りで御

座います。本日は、上半期最終例会と言う

事で、後ほど「上半期をふりかえって」として

お話をさせて頂きます。

　さて、12月19日付けで松本ガバナーより

「2016年規定審議会に基づくクラブ運営の

柔軟性の件」で、最終報告がありました。

　ご承知の通り、2016年規定審議会では、

クラブ運営に柔軟性が認められる様々な改

革案が採択されました。その後、RI斎藤理

事より統一見解を発表の後、各クラブ会長

に文章にて発信予定でありました。しかし、

統一見解はありませでした。

　よって当2660地区の決定としては「地区の

統一見解やモデルは策定せず、各クラブで

最善と判断される細則を検討し、採用をお

願い申し上げることと致しました」との事で

す。この決定は、ジョン・ジャームRI会長か

らも、「柔軟性」はクラブが決めることで、そ

の意志を踏まえたものであります。

　そもそもクラブ運営に「柔軟性を認める」と

言う条項は、各クラブが置かれた千差万別

の状況に応じて、どの様な「柔軟性」がそれ

ぞれのクラブにとって最も適切であるのかを、

各クラブ自主的に検討し、実案実践すると

いう、新たな機会が、今回の規定審議会で
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奉仕への情熱と創意を
積み重ね、品格を高めよう

国際ロータリー　テーマ
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The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

言行はこれに照らしてから

１．　真実か　どうか

２．　みんなに公平か

３．　好意と友情を深めるか

４．　みんなのためになるか　どうか

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　「国歌」「奉仕の理想」

▼ロータリーの目的の唱和

▼ゲストの紹介

　　　米山奨学生　三宅　建様

▼出席報告

▼米山奨学金贈呈

▼その他の報告

▼会務報告

　　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 



の改正条項で生まれたという事であります。

「統一見解」を各クラブに示す事は、全く改

正の意義にそぐわない結果となります。

　逆に、RIや地区が入会金や例会数などに

統一見解やモデルを出すと、今回の規定

審議会で世界の35,000クラブに与えられた

選択技が限られたものになり、何の為の「柔

軟性」だったのかと言う事になりかねません。

　最後に、この度の2016年規定審議会の

種々採決は、決してロータリーの基本理念

を変更するものではなく、我々のロータリー

の目的や中核的価値観、職業分類は現在

も、未来も不変であります。2015年のRI理事

会で「ロータリーは時代に追いつき、適応し、

将来への備えが出来ていなければならな

い」と決議されました。今回の規定審議会の

柔軟性の決定は、クラブ運営に様々な選択

技を与え、クラブの活性化を図る手段として、

積極的に活用して頂くという意図であります。

　すべてのRCは、例会の頻度、形式、出席、

入会金、クラブの構造、会員種類など、に

ついて、規定審議会が承認した新しいオプ

ションを取り入れてクラブ細則を修正する事

が、可能となります。これらの変更を加えな

いことを選択するクラブは、従来と同じ方法

を取り続ける事が出来ます。

　八尾RCの皆様におかれましてはこの事を

よく理解して頂き、今後のクラブ運営にご協

力をお願い申し上げ、終わらせて頂きます。

▼地区大会の表彰で、当クラブも毎年あな

たも１００ドルをと、ポリオ支援クラブ、米山

功労クラブの表彰を受けました。

▼先週、忘年家族会には多数ご参加いた

だき、ありがとうございました。

▼次週の例会は休会いたします。

▼事務局は29日から４日までお休みさせて

いただきます。急ぎの用件は、幹事までご

連絡ください。

▼来年の初例会は11日PM５時から、都ホ

テル３Fで行います。会費は１万円です。

▼来月の理事会は11日PM３時に行います。

▼東大阪中央RCよりチャリティゴルフコンペ

の案内が届いております。本日、チラシを

お配りしております。

▼地区青少年活動委員会・

　　瓦谷　勝　委員長

　本日は八尾RC様に、再来年春のRYLAの

ホストをお願いすべく、片山ガバナーエレク

トとともにおじゃまさせていただきました。八

尾RC様には快くお受けいただき、ありがと

ございます。

　開催まではまだ時間あるので、これからじ

っくり計画を練っていただけば、きっとよいも

のができると思います。

　RYLAとは、世界中で行われている青少年

のリーダーシップ養成事業です。当地区で

は年２回開催しており、昨年度まで春は初

級、秋は上級と分けていましたが、今年度

からは内容の分け隔てなく開催しています。

　今年度は池田くれはRC様のホストにより、

不死王閣で開催されます。よろしければ一

度ご参加いただき、次年度につなげていた

だければと思います。

▼大槻　恭介　会員

　世界のロータリーニュースでは、中国での

障がい者支援の活動が紹介されています。

　また大阪御堂筋本町RCによる、東北の被

災地支援とローターアクトクラブとの交流が

掲載されています。

　福島ヤクルトの会長による講演では、我が

社の復興への取り組みということでお話をさ

れています。

　学生時代に学んだ渋沢栄一の教えをもと

に、苦しくてもリストラしないで、現場を中心

に皆頑張ったそうです。

▼クラブ広報委員会・

　　小谷　逸朗　委員長

　My Rotaryに登録をお願いします。アカウ

ント登録の手引きの資料を配布いたしまし

た。地区からは50％以上登録するように要

請を受けています。皆様のご登録をお願い

いたします。

　また中川（將）会員の喜寿コンペを3月23

日に開催します。

「上半期を振り返って」

▼山本　昌市　会長

　平成28年、2016年と言う年の八尾RCの例

会も、本日が最後で御座います。本日の例

会を持って、上半期も無事終了出来ますこ

とを、有り難く存じております。

　省みますと、昨年12月の年次総会に於い

て、理事、役員の御承認を頂きまして、もは

や一年が経過致しました。この間、初例会

に至るまで理事役員の皆様方のお力添え

によって、準備を整えまして、7月6日会長と

して、スタートを切らせて頂きました。

　そして、2016年度～2017年度の八尾RC

のテーマを「奉仕への情熱と創意を積み重

ね、品格を高めよう」と掲げて今日迄半年が

経過致しました。

　本年度のジョン・ジャームＲＩ会長の国際ロ

ータリーのテーマ「人類に奉仕するロータリ

ー」そして、「ロータリーの発展を望むなら、

全員が同じ方向に進まなくてはならない」と

言われました。

　我々が目指すのは、単なるロータリアンの

数ではなく、善き活動を多く実現させ将来

にリーダーとなれるロータリアンを増やすこ

とです。

ロ ー タ リ ー の 友 紹 介

ご 挨 拶

幹　事　報　告 

卓 　 　 　 話

そ の 他 の 報 告



　この様な中にあって、この上半期の経過

をまず日付順に「走馬灯のように」振り返っ

てみたいと思います。

　7月の年度が替わるまでは、毎回例会で

お会いする度に「いよいよやなあ」、「頑張り

や」とか、多くの皆様に御心配を頂き、その

度に、重圧と共に、ありがたく感じたもので

した。皆様には深く、感謝とお礼を申し上げ

ます。

　今年度の初例会は、7月6日の初点鐘で

始まり、国歌斉唱と続き、当日は近隣3クラ

ブの大阪柏原、八尾東、八尾中央RCの会

長、幹事様に表敬訪問にお起こし頂き、緊

張の中皆様のご協力で、盛況に開催できま

した。所信表明では、本年度のRI方針、

2660地区方針、クラブ方針を述べさせて頂

きました。大変緊張し、「あっと」と言う間に、

どうにか終わった時には、最後の点鐘が、

除夜の鐘の様に、これで1年が終わったら

なあ、とその気になったのを思い出します。

　第2週目の7月13日　例会後、恒例の「日

帰り初親睦旅行」を、村本委員長及び親睦

委員の方々に実施して頂きました。歴史と

情緒ある「室生寺」で、古都の散策を楽しみ、

「オーベルジュ・ド・ぷれざんす　桜井」でこ

だわりの料理とワインをいただきながら、ゆ

っくり、楽しく交流して頂き、クラブの親睦も

深められ、有意義なひと時を過ごさせて頂

きました。当日は多くの皆様に参加して頂き

有難うございました。

　7月中の例会の卓話では、各委員長によ

る「活動計画」を発表して頂き、皆様に、ご

理解とご協力をお願い申し上げました。各

委員長様有難うございました。

　7月20日　播田会員が入会されました。カ

ウンセラーの坂本元会長、宜しくご指導お

願い申し上げます。その日の午前中には、

恒例のインターアクとの玉串川の清掃が有

り、生徒と供に真夏の暑い中、参加頂きご

苦労様でした。最年長の津田さん有難うご

ざいました。

　7月26日　クラブの名誉会員であります、

杉本一三会員宅に訪問し、久しぶりにご挨

拶をしてきました。91歳とのことですが、八

尾ロータリークラブを懐かしく語られ、お元

気でしっかりとしておられました。会員皆様

に宜しくとのことでした。ご同行者の松本パ

ストガバナー、井川会員様にはご足労をか

けし、有難うございました。

　7月27日　大阪フレンドRCへ表敬訪問に

参りました。クラブ始まって、初の夜例会と

言う事でした。大変歓迎され、皆様もぜひ

行ってくださいますようお願い申し上げます。

　8月1日　長竹職業奉仕委員長を始め、委

員会による「八尾市立教育サポートセンタ

ー」と共催で市内教員対象の「八尾を学ぶ

研修」を、実施致しました。中川将会員の会

社にご協力をお願い申し上げ、当日は15

名の教職員の方々が参加されました。

　研修受講者は、この八尾の地に世界的に

有名な会社が多く存在する事を知り、熟練

の技術を目の当たりにして大変感動してお

られました。また「日頃何気なく使っている

物や機械には、社長や従業員の方たちの

物作りに対する熱い思いが込められている

事がよく解り、子供達に伝えたい」と多くの

受講者が言っておられました。㈱エス・ケ

イ・オーの中川将会長、専務様には、自ら

案内、説明頂きお世話になりました。

　8月3、4、5日の2泊3日、インターアクトによ

る海外研修で（フイリピンのセブ）田中、西、

中西会員に参加いただき有難うございまし

た。世界的テロの危機の中、海外研修の為、

海水浴禁止、大使館、領事館の御協力を

得て、ロータリーとして、万全の危機管理体

制でした。また、広報委員会の小谷委員長

さんには、関空への送り迎え、写真撮影有

難うございました。

　お盆休みの間に、8月16日の「リーダー

研」は、中学生の生徒会活動を充実させ、リ

ーダーの意識や資質の向上を目的として

曙川南中学校で開催されました。

　8月17～19日の「自然の中で」が、同じく

八尾市小、中学校生活指導研究協議会と、

青少年奉仕委員会とによる、活動がありまし

た。昨年と少し思考を変えて、吉田青少年

奉仕委員長のもと13人のロータリアン参加

で、実施致しました。先生方と現状報告を

聞きながら、夕食を戴き、交流を深めました。

　ナイトウオークには、夜遅くまで多くの会

員に参加頂き、遠路、曾爾高原まで有難う

ございました。共同生活と自然体験を通じ

て、自己の変革を図り、社会生活への適応

力を付けて行く場を提供する事を目的とし

ております。

　そして本年度IM担当の東大阪中央RCで、

「第4組ロータリーデー」のテーマが、「わた

したちの奉仕」と言う事で、各クラブの奉仕

紹介依頼がありまして、その時に、今回の

青少年奉仕活動を吉田委員長に発表して

いただきます。予定は、2017年4月8日です。

　9月3、4日　越中八尾（おわら風の盆）一

泊二日の親睦旅行を実施致しました。本年

度の親睦活動委員会の活動計画の一つで

あり、34名の多くの皆様に参加して頂き、有

難うございました。初めての方も多く、35年

間のお付き合いで、越中八尾RCと交流を

深め、今まで以上に切磋琢磨しながら、次

へと継続していきたいと思います。久しぶり

に皆様と寝食を共にし、大変思い出になる

旅となりました。

　9月17日　金光八尾高校第32回文化祭が

行われ、バザーとして参加致しました。文化

祭のほとんどが、男女共ダンスで、時代の



変化の速さを、実感致しました。バザーによ

る御協力金￥35,000は、ポリオ撲滅基金へ

ご協力頂き、バザーを提供していただいた

皆様感謝申し上げます。

　9月21日　クラブ協議会が、松本パストガ

バナー御臨席もと、林ガバナー補佐、百濟

ガバナー補佐エレクトを迎えて開催致しま

した。各委員長様のご協力により、スムーズ

に運び無事終える事ができました。

　10月5日　本年度二人目の相馬新会員が

入会されました。カウンセラーの中島元会

長、宜しくご指導お願い申し上げます。

　10月8日　秋のライラが奈良の明日香で行

われ、「突破力」をテーマに、「毎日のように

立はだかってくる壁。乗り越えるには忍耐力、

行動力が求められます。」研修では、与えら

れた課題から、壁を直視し、自分の器につ

いて考え、突破する道を探っていく。組織

の一員として成長し、リーダーとして飛躍す

る力の源泉を求めていく研修でした。現地

は山のへき地で、参加いただいた皆様有難

うございました。

　10月12日　国際ロータリー第2660地区松

本進也ガバナー公式訪問されました。「先

人が築き上げられたこの伝統ある第2660地

区を更に飛躍させるのは皆様の力の結集

であり、3650人が「チーム2660」として一丸と

なり、日本34地区を牽引する地区となること

を願います。」との事でした。

　10月26日　クラブ研修委員会による新入

会員オリエンテーションを開催致しました。

参加者13名で、講師に、研修委員の佐野

元会長、戦略委員長の居相元会長による、

ロータリーの基本をご指導願いました。懇親

会では、籠の屋で膝を突き合わせ、元会長

方々による、RC及びロータリアンの目指す

べき方向、態度、思考などに熱のこもった

お話を頂き、感銘受けながら、和やかに親

睦を高めました。宇野クラブ研修委員長、

渋谷副委員長有難うございました。

　11月13日　インターアクトクラブ年次大会

が、大阪桐蔭中・高等学校で（大東RCスポ

ンサークラブ）で、松本ガバナーご臨席のも

と、開催されました。「多様な生物との共存

―未来に豊かな水源の森を」をテーマーに、

「熊が教えてくれた森の危機」の題目で、こ

のままでは、もりが無くなる主旨の講演が有

りました。約200名が聞き入り、自然に対す

る危機感を強めていただきました。

　11月16日　クラブ研修を、例会後にも関わ

らず、30名余りの参加者をいただき、大阪

市のオ・セイリュウにて開催致しました。講

師に、松本パストガバナー、井川地区研修

委員様に依頼し、題目は「ロータリーの源流

とこれからの方向」、　特に松本パストガバ

ナーの記憶に残る、個性あるお話、また、

井川会員には、経験によるロータリー実談

を、おふたりには、RC全般について教示頂

き、有難うございました。その後グループミ

ーティングをおこない、各グループの発表

は、新入会員中心にお願いしました。そし

て、懇親会には、中島元会長に乾杯をお願

い申し上げ、場を盛り上げていただき、老い

も若きも一緒に交流を深め、親睦を高めて

いただきました。研修委員会の皆様お世話

になりました。

　11月30日　八尾東RCより交換卓話の実施。

　12月5日　主旨は、ロータリー精神、教育

は平等のもと、宮川社会奉仕委員長により、

難聴指定校の安中小学校へ、難聴の為の

プロジェクターの寄贈を実施致しました。当

日、そのプロジェクターを使いながら、小学

生による手話の漫才や、一同全員で歌を手

話で表現したりして、活用していただきまし

た。すごく練習された成果が見えて、指導

する先生の熱心さに、頭が下がり、大変感

動いたしました。下半期には、手話を使っ

た企画を実施致しますので、宜しくご協力

お願い申し上げます。

　12月7日　年次総会を開催致しました。次

年度理事、役員、会長ノミニーが、承認され

ました。

　12月9、10日地区大会が開催されました。

1日目は、「嫌われる勇気」の著書で有名な

アドラー心理学の岸見一郎さんの講演では、

「すべての悩みは、対人関係の悩みである。

人は今この瞬間から変われるし、幸福にな

ることができる。問題は能力ではなく、勇気

なのだ」あとは一歩を踏み出す「勇気」を持

ち得るかどうか、それだけです。ロータリー

にふさわしい講演でした。RI会長代理に台

湾の「チャン・チ・ション」さんが、来日され、

その夜、盛大な晩餐会が開かれ、私も参加

致し、他のロータリーと交流を深めました。

　2日目は、松本ガバナーの地区現状報告

があり、引き続きRI会長代理から、流暢な日

本語で、RI 現況報告がありました。基調講

演の後、RI会長代理の素晴らしい講評で幕

がおりました。

　先週、12月14日「八尾RC忘年家族会」が

本町の、セント・レジスホテルにて開催して

頂き、お忙しいところ、67名の多数のご参加

をいただき有難うございました。ご家族の皆

様共々楽しく、日本舞踊を観劇しながら、お

互いに親睦を深める事が出来、思い出に残

る家族会で御座いました。

　また、会員増強委員会の山田委員長さん

には、自ら純増6名を目指し、一筆書いてま

で、覚悟の上、目標に取り組んで頂いてお

ります。現在2名の増強をいただき、御苦労

おかけしております。皆様方もご協力をお

願い申し上げます。

　出席委員会の野村委員長さんには、今回

新たに出欠表を作成していただき、出席率
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を高めて頂き、児林プログラム委員長さん

には、4クラブの交換卓話に調整を、また度

重なる変更にも嫌な顔せずに、快く活動し

て頂き、お願いしご苦労をおかけしました。

　小谷クラブ広報委員長さんには、会員名

簿、そして、各活動の度に四方八方と出動

いただき、また、ゴルフの四和会、四輪会で

もお世話になっております。吉本委員さん

には、毎週、正確、スピーディーに週報を

作成、そして、お届け有難うございます。

　稲田国際奉仕委員長さんには、台北東

RCへの公式訪問の準備を現在、調整して

頂いておりまして、平成29年３月5～7日で、

例会に参加して、今回笠井会員の現地工

場視察する予定であります。

　松村ロータリー財団委員長さんには、RC

財団100周年に当たり、責任感で自らベネ

フアクターになって頂き目標額を達成して

頂き、松井米山委員長さんには、よく勉強し

て頂き、現状の選考方法の見直しの提案に、

当クラブの地区への存在感を高めていただ

きました。ただし、急には変化出来ない事を

御理解くださいますようお願い申し上げます。

　クラブ戦略委員会の居相委員長、井川副

委員長さんには、常にクラブ運営の際には

適時連動に動いていただき、特に、増強、

会員研修委員会、地区との関係にはお世

話になりました。

　入会の浅い中西副幹事には、司会進行、

急遽変更にも対応して頂き、ご苦労をおか

け致しました。

　水野SAA委員長を始め副委員長の方々

には、毎週の設営に、早くから準備頂き、ご

苦労おかけし、柏木会計さんには、誠実な

人柄で、正確で分かりやすい会計報告を頂

き、お世話になりました。事務局の森嶋さん、

いろいろと有難うございました。

　最後に、田中副会長、山陰幹事には、お

役目大変お世話になり、有難うございました。

そして、会員皆様お世話になりました。

　7月の就任挨拶で、本年度RI会長ジャー

ム氏は「RCの例会」がロータリアンにとって

は、決して小さな機会ではなく、大きな機会

に出来ると、「一つの機会を大切にするこ

と」を示唆している。と言われました。

　そして、以前も話した事ですが、「初心忘

るべからず」最初の決意を忘れるな、と言う

ことばかりでなく、生涯に亘る修業であり、

一段進めばまた一段、その段階ごとに原点

に立ち返って、心緩めず精進怠らず、この

言葉を瞬時も忘れることなく、肝に銘じて終

生守るべき鉄則であると考えます。

　今、「道半ば」ではなく、再度初心に帰り

日々自問自答しながら、「緊褌一番」で進め

て行きたいと思います。

　以上、上半期に付、取り急ぎ振り返ってみ

ました。

　会長と致しまして不行き届きの点が、多々

あった事と反省致しております。しかし、理

事・役員・委員長をはじめ、全会員皆様方

の絶大なるご支援の賜物である事に感謝致

しております。

　引き続き、下半期も、心を引き締めて努力

致しますので、何卒お力添えを宜しくお願

い申し上げます。

　2016年の八尾RCの例会は本日を持って

終わらせて頂きます。会員の皆様、及びご

家族の皆様にはどうかよいお年をお迎え下

さいまして、2017年の初例会には、お元気

な顔を見せて頂きますようお願い申し上げ、

年末の挨拶とさせて頂きます。ありがとうご

ざいました。

▼地区青少年活動委員会　瓦谷

　勝様・斎藤清貴様　春のライラセ

ミナーホストのお願いにきました。

▼山本（昌）会長　皆様、上半期

ご支援ありがとうございました。輝

かしい新年を迎えられますようお

祈り申し上げます！写真有難う。

▼田中副会長　皆様、今年１年大

変お世話になりました！新年も宜

しくお願いします。素晴らしい年を

お迎え下さい。

▼山陰幹事　本日今年の最終例

会です。半年間ありがとうございま

した。来年もよろしくお願いします。

写真有難う。

▼佐々木名誉会員　今年もお世

話になりました。写真有難う。例会

欠席お詫び。

▼佐野会員 山本会長、執行部の

皆様お疲れ様でした。来年もよろ

しくお願いいたします。写真有難

う。

▼松本・中島・中西（啓）・寺坂・津

田・松井・新宮・大槻・幡田・相馬

会員 写真有難う。

▼居相会員　終わり良ければす

べて良し。いい年でした。写真有

難う。

▼坂本会員　今年も色々お世話

になりました。写真有難う。

▼池尻会員　ジャンケン大会優勝

しました。寄付します。

▼中川（將）会員 山本会長半期

を終えてお疲れ様でした。下半期

も頑張って下さい。写真有難う。

▼村本会員　親睦家族会に多く

のご出席ありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

写真有難う。

▼三宅会員　今年１年本当にあり

がとうございました。写真有難う。
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お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

12/7

12/14

12/21

会員数

58

58

58

出席

43

43

46

（内出席規定適用免除者）

9

9

10

メークアップ

2

出席率

79.63％

79.63％

83.64％

確定出席率

83.33％

12月合計額　 　３０８，５００円

年度累計　　１，７９０，１００円

▼中川（廣）会員　例会欠席お詫

び。

▼山本（勝）会員　忘年家族会、

お世話になりました。写真有難う。

▼井川会員　瓦谷委員長、斎藤

副委員長、ようこそおいで下さい

ました。

▼菅野会員　家族会ではジャンケ

ンゲームで賞品をいただき、あり

がとうございます。家内と利用させ

ていただきます。あしからず。

▼今西会員　親睦委員会の皆様

ありがとうございました。

▼稲田会員　忘年家族会、親睦

委員会の皆様お疲れ様でした。

ありがとうございました。写真有難

う。

▼笠井会員　遅刻・早退。例会欠

席お詫び。

▼宇野会員　本年は世話になり、

誠にありがとうございました。写真

有難う。例会欠席お詫び。

▼飯田会員　本年度、お世話に

なりました。写真有難う。

▼川田会員　皆さん、楽しい年末

年始をお過ごし下さい。写真有難

う。

▼吉本会員　今年も皆様、お世

話になりました。

▼濱岡会員　半期ニコニコ御協

力、誠に有難うございました。写

真有難う。

▼柏木会員　山本昌市会長、年

内最終例会おめでとうございます。

村本親睦委員長はじめ委員会の

皆様、忘年会お世話になりました。

写真有難う。

▼奧谷会員　家族会欠席おわび

します。

▼長竹会員　良いお年を！

▼澁谷会員　今年１年お世話に

なりました。来年も宜しくお願いし

ます。写真有難う。

▼松村会員　色々欠席おわびし

ます。来年も宜しくお願いします。

▼野村会員　今年一年ありがとう

ございました。来年もよろしくお願

いします。写真有難う。

▼小谷会員　１年間ニコニコにご

協力ありがとうございました。写真

有難う。

▼中西（広）会員　今年も１年お世

話になりました。来年も宜しくお願

い致します。写真有難う。

ロ ー タ リ ー の 目 的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある：

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。
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