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国際ロータリー第2670地区
ガバナー 桑原 征一
[新居浜ＲＣ]

丸亀東ロータリークラブ
会長

稲毛 謙二

平成３０年１１月６日（火）
2018～2019年度 第４４年度 第１７回

幹事

＜第４４年度＞

氏家 正俊

通算第２１０４回例会

【会長報告】 ◆ なし
【幹事報告】
◆ 本日、例会終了後、１１月理事会を行ないますので、役員・理事の方はお残り下さい。
◆ 「ロータリーの友」「ガバナー月信」を配布しておりますのでご覧下さい。

【プログラム】

❤ 会員卓話 （ロータリー情報委員会） 辰巳正兼委員長

≪ロータリー知識クイズ(１５)・・知っていそうで知らない・・常識クイズ（ＮＯ．３）≫
１． 1905年米国・シカゴで誕生したロータリークラブであるが、発足当時の
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相互互恵と親睦

ロータリーの唯一の目的は何ですか。
解説）当初の目標は（相互互恵と親睦）互恵的なビジネスをすることにあった。
発足当時のシカゴロータリーにはこんな係があったそうです。
統 計 係
さて、その係とはなんでしょうか。
解説）互恵的なビジネスをするためにお互いの取引状況の統計を取っていた。
発足当時のロータリーは親睦を深めるために競争相手を排除し、一業
２００１年
種１名としていたが会勢拡大の為、改定した年は。
解説）2001年規定審議会で現在は一業種５名を原則とし、さらに会員数が５１名以上のＲＣでは
全会員の１０％を超えない範囲で正会員として迎え入れることができるようになった。
ロータリーのマークを自社の広告活動の一つとして会社の看板や封筒
出来ない
便せんに印刷して使用できるか。
解説）シールなどにして事業所の入り口や窓に貼っても駄目。
個人的な年賀状にロータリーのマークを使用しようと思いますができ
出来る
ますか。
米山梅吉により初めて東京ロータリーが誕生して、あと二年後の東京
１００年
オリンピックの年、2020年は日本ロータリー誕生から何年か。
国際ロータリーは世界２００ケ国以上のロータリーを３４ゾーンに分割
第３ゾーン
して１ゾーンに約35,000人として、日本は第？ゾーンか。
解説）１ゾーンの会員数を35,000人として世界を３４ゾーンに分類、日本は４ゾーンあったが
会員減少に伴い2009年から３ゾーンに縮小された。
又、国内も第１～３ゾーンで構成され、我々丸亀東ＲＣと四国四県の
７４クラブ
クラブは第３ゾーンの第2670地区に属し、地区内クラブ数は。
解説）世界で２００ケ国／地区割り３４ゾーン／34,000クラブ／1,200,000名（世界平均１クラブ
35.3人）（日本平均39人）
日本のロータリークラブの中には第２ゾーンのように一部、海外の
含まれている
ミクロネシア・グァム・パラオもゾーン内に含まれている。
解説）東京第2580地区／東京×59・沖縄×11＝６区70クラブ
東京第2750地区／東京×91・海外×9＝９区100クラブ

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

１０． 711号室・ロータリー発祥の部屋は当時のビルは取り壊したが現在でも
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エバンストンの世界本部に711号室として永久的に保存されているか。
ロータリーとライオンズの一番の違いは、奉仕をしている人が集まる
[Ｉ・Serve]と、奉仕をするために集まる[We・Serve]、ロータリーはどちら。
月の軌道に乗った初のロータリークラブのバナーは1968年にアポロ８号
に搭乗したフランク・ボーアマンが持参したがボーアマンの所属ＲＣは。
1923年に国際ロータリー年次大会で演説を行った最初の国家元首ウオ
レンＧ・ハーディングとはどこの国の元首か。
解説）アメリカ・第２９代大統領
ロータリーの会員はほかの奉仕団体の会員になれますか。
解説）但し、ユニセフ『子供たちへのケア・教育が軸』と
ユネスコは『教育＆化学＆文化』活動を共にしている。
日本のロータリーは、第二次世界大戦で1940年に国際ロータリーから
脱退したが、戦争中も名前を変えて活動していたその名前とは。

保存されている
Ｉ・Ｓｅｒｖｅ
ヒューストンＲＣ
アメリカ
なれない
水＆木曜会

『ロータリーとは』
◎ 世界最初の奉仕団体
＊1905年に創始されたロータリーは、世界で最初の奉仕団体です。
ロータリーは奉仕に邁進します。ロータリークラブに所属することは、人々に、各自の地域
社会に寄与するための組織的な奉仕の機会を提供します。
◎ 世界200ケ国以上で・・・
＊ロータリーは、200ケ国を超える国々に散在する34,000以上のクラブと約120万人以上の
会員の横の繋がりです。
◎ このマークをご存知ですか？
＊国際ロータリーの公式徽章です。
歯車はみんなで助け合って廻るという意味です。
◎ ロータリーのモットーは・・・
＊「超我の奉仕」です。
ロータリーは、真実、公平、友人間の親交、そして世界平和に関心を寄せています。
◎ ロータリークラブは・・・
＊宗教的、政治的色調のない組織で、人類、文化、信条の別なく、すべての人たちに
開かれています。
「奉仕の理想」を各人の個人生活、職業生活、社会生活の実践や基盤とすることに
同意した、事業や専門職務に携わる人によってできたクラブです。
◎ ロータリーの会員は・・・
＊週に一度会合し、奉仕活動を計画します。ロータリークラブは自治を重んじた組織です。
地元のニーズや関心、また会員の力量に基づき単独で奉仕プロジェクトを決めることが
できます。

『ロータリークラブとは何ですか？』
ロータリークラブとは友好と奉仕を志す人々の世界的な団体で、「奉仕の理想」を信条とし
会員は職業を異にする善良な成人で形成され、各種の職業から代表として選び、それぞ
れの地域にロータリークラブを結成し奉仕活動を展開する、世界的な団体です。

『ロータリアンになる条件は？』・・まず善良な成人であること！
◎ 地域で職業を代表して評判のよい人。
◎ 必ず週１回の例会に出席できる性格と健康の持ち主、自分の時間の裁量ができ、出席
条件の整った人。

◎ 人格の立派な人で社交性に欠けないこと。
◎ 地域で指導者たり得る意欲的な職業人で将来性のある人。
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『なぜロータリーに入会するのですか？』
◎ 親睦
＊自らが社会経済の専門家であり、知性があり、地域社会での関心が高い人たちで、
心温まる友情と親睦をもつ集団の一員であることを知ります。
◎ リーダーシップの発揮
＊リーダーシップの能力と技量を発揮し、ロータリー運動におけるその能力は、数多くの
人たちに１０倍もの報酬をもたらしてくれるでしょう。
◎ 心を通わせる
＊実業や専門職種の世界で仲間と語り合い、学び合い、会った人々から隠れた報酬の
多さに驚かされるに違いありません。
◎ 仲間を知る
＊ボランティア精神で共に行動し、お互いの伝統や歴史や宗教、文化や習慣を学んで
多くの仲間を得ることです。
◎ 自らの最善
＊社会生活や職場や家庭の中では満足することのできないエネルギーを、ロータリーとい
う多くの活動を抱えている場で発散し、人生という椅子のバランスを保つことができます。
◎ 成長、円熟、学び、改善
＊他人の話を聞いたり、語り合うことによって、学んでいきます。ロータリーは、教師に満ち
溢れており、すべての人はお互いから学び合います。
◎ 奉仕する機会
＊ロータリーは奉仕クラブです。その事業は人、その製品は奉仕です。ロータリアンは社会
すなわち地元地域社会と国際地域社会の両方に奉仕します。すなわち、誰か他者のため
に何かをする機会、そしてその過程での自己実現。そして、自己の人生への報い。
ロータリアンは「超我の奉仕」を信じます。これは大変やりがいのあることです。「最もよく
奉仕する者は、最も報いが大きい」です。

『ロータリークラブ入会のメリットは？』
◎ 友情と発展
＊自己を切磋琢磨するために教育を受け、個人的に成長・発展し続けます。
◎ 社交術の養成
＊社交活動も楽しく、奉仕も楽しいのです。そして、人前で講演するための自信やこつを身
に付けさせ、その機会を与えます。
◎ リーダーシップと教育
＊ロータリーは指導者や成功者から成る組織です。情報を与えるプログラムが用意されて
おり、様々な講演者が各人各様な議題について話します。
◎ 世界の市民たること
＊世界の地域社会で、直ちに友人を持つことになります。また、至る所で必要なものや助言
などを即座に得ることができます。
◎ 倫理観の醸成と文化的意識
＊ロータリアンは各自の倫理基準である四つのテストを実行し、他の文化を理解し、至る所
で+A1人々を愛し、共に働くことを学びます。
◎ 好人物との交際と名声
＊ロータリアンは好人物です。ロータリーの会員は卓越した人々です。
管理職、経営者、専門職務者、すなわち思考決定や方針に影響を与える人々です。

『ロータリアンの守るべき道は』
１． 約束の時間は必ず守ります。
２． 例会に欠席する場合は必ず事務所等に前もって連絡します。
そして欠席の補填（メークアップ）を必ずします。
３． 「四つのテスト」を実践しましょう。
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４． ロータリーの活動は善意から出発します。一人ひとりの善意の奉仕を実践しましょう。
５． 会員は、国際ロータリー定款・細則とクラブの定款及び細則に従い、その規定を守らなければ
６．
７．
８．
９．
１０．
１１．

なりません。
入会金及び会費を納入しなければなりません。
「ロータリの友」又は「Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｉａｎ」を必ず購読しなければなりません。
会員は、クラブ例会に一定の基準以上出席しなければなりません。
会員は、地域社会における各種職業を代表する者としての責任をもたねばなりません。
クラブの各種奉仕活動には進んで参加し、実践することによってクラブの向上発展に協力
しなければなりません。
ロータリークラブの会員は、新会員を推薦しなければなりません。

【本日のニコニコ】
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本日。ロータリー情報を無事終えて
辰巳さん。ロータリー情報の卓話をありがとうございました。
辰巳さん。ロータリー情報の卓話をありがとうございました。
辰巳さんのロータリー情報の卓話を拝聴して
辰巳さんのロータリー情報の卓話を拝聴して

：辰巳 正兼
：稲毛 謙二
：氏家 正俊
：小宮山 滋
： 岡 千枝

ロータリー情報委員長
会長
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さん

【来訪ロータリアン】（なし）
【メークアップ】 （１名）
【出席報告】
会員総数

４０名

辰巳 正兼 君 （ １０月２７日 地区大会 ）

出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３７名

第２１０２回例会
会員総数

４０名

＜１１月６日（火）現在＞

第２１０４回例会

出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３７名

出席会員数 欠席会員数

２３名

１４名

出席率

６２．１６％

＜１０月２３日夜間例会分※（ ）内はメークアップ＞

出席会員数 欠席会員数

３０名(１名)

７名

出席率

８１．０８％

【１１月１３日（火）の例会】 客 話 （クラブ広報委員会） 伊藤 弘 さん

〔丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 館長 中野レイ子様〕
【１１月２０日（火）の例会】 客 話 （ 秋山 佳弘 会員 ）

〔米山記念奨学生 ワン・ツオンタオ様〕香川大学・知能機械システム工学
＜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。
付記：「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動 を
起こさなければならないものであるということで、RI 理事会の意見が一致している。
オークラホテル丸亀 ☎23-2222
ＭＡＲＵＧＡＭＥ ＥＡＳＴ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ
例会場
〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50
事務所
オークラホテル丸亀４３０号室
TEL：0877-21-6611 FAX：0877-21-6655
例会日
毎週火曜日 PM12:30～PM1:30
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E-Mail：merc@soleil.ocn.ne.jp

