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曙F
ロータリーを実銭しみんなに豊かな人生を

機|
2013-2014年度国際ロータリー会長
口ン D.パートン

明費需壇画

瞳聞鹿島描蕗輔自

神句
B会 長 星 111 手口 紀

-幹 事 毛 利 泰治郎

-会報委員長土 肥 義 紹

-例 会日毎週火曜日

12:10-13:10 

-例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530

FAX 58-6294 

-事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

ロータリ ー情報委員会か ら

井上白文

ロータリ ー情報マニュアルによれば 「当委員会は全会員特に新会員がロータリ ーを十分

理解し、ロータリー会員の特典と責務を把握できるよう援助することに力を注がなければ

ならない。」とあります。これに則り今回は会員諸氏がロ ータリ ーをより深く理解するた

めの道標となる情報を巻頭の表に準じて説明したいと思います。

ロータリーは 20世紀初頭にアメリカのシカゴで誕生しました。当時は著しい競争社会

の中で、利益が出れば何をして良いという商業道徳の欠如が目につくようになっていました。

そこで、青年弁護士ポールハリスがその風潮に耐えかね友人 3人と共にお互い信頼すきる

公正な取引をし、仕事のつきあいがそのまま親友関係にまで発展するような仲間をふやし

たいという趣旨でロータリークラブという会合を 1905年 2月 23日に設立したことを暗矢

とします。クラブは当時の世の中に受入れられ、拡張を続けやがて仲間うちだけでなく社

みどりと自然を大切に



会、世界に眼をひらいて巾広い奉仕活動を行うようになり現在に至っております。

このような成り立ちからも、五大奉仕のなかで、もク ラブ奉仕には特別なものがあります。

ロータリークラブの最優先事項は、例会内活動によって高め られた心を もってそれぞれの

コミュニティに戻り、個々人がそこでの奉仕活動を実践するのが理想であるとされており

ます。その例会内活動によって自己を高めるには良い会員を選挙し、親睦の効果を上げる

ため出席委員会、職業分類委員会、会員選考委員会、会員増強委員会があり、会員聞の親

睦、心を高めるためにクラブ会報委員会、親睦活動委員会、雑誌委員会、プログラム委員

会、広報委員会、 SAA、ロータリー情報委員会が機能するわけです。

以上の例会内活動で高められた心で個人が奉仕活動するために、職業委員会、社会奉仕

委員会、国際奉仕委員会、新世代活動委員会がいわば模範演技をすることで、指導激励す

る機関として存在します。

もしロータリー活動という広く深い世界で道に迷ったら、巻頭の表をナビゲーションと

して利用され、迷わず楽しく活動する一助になれば幸いです。

以上、ロータリー情報委員会か らのロータリー情報でした。
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出席報告

1.出席会員 (60名中) 45名
2.出席免除 3名
3. 来賓 ・来訪ロー タリアン

【伊予三島RC】

四国電力闘四国中央営業所

所 長 大 西 励一様

【卓話講師】

四国電力側原子力本部エネルギ一広報

グループリーダ一 高橋嘉秀様

4.当日出席率 78. 95% 
5.前々回補足修正率 96. 49% 

(メ イクアップ会員)

石 原会員

横内会員

(11/12 今治南RC)

佐々木会員

土肥会員

(11/15 伊予三島RC) 

篠原正会員

(11/22 伊予三島RC)

会長の時間

・ロー タリ ーソング について

会務報告

1.例会変更 ・休会のお知らせ

j観音寺東RCI 
①11月 26日(刈 18: 30 ~夜間例会

(観音寺グランドホテル)

②12月 24日(火)18 : 30 ~夜間例会
(観音寺グラ ンド ホテル)

*①11月初日(刈、②12月 24日仰は、

メーキ ャップ受付しております。

(観古寺グラン ドホ テル受付にて10: 00 
~ 14・00頃まで)

③12月 31日(刈休会…メーキャ ップ受付

なし。

2.国際ロータリ一日本事務局経理室

2013年 12月ロ ータリーレートのお知ら

せ (1ドル=100円〕

3. 20日年11・12月近隣クラブ例会のお知

らせ (出席委員会)

委員長の時間

・出席報告

ニコニコニュース

B 班・ー全員出席です。

宮内浩二会員

横 内…全員出席です。先週はー人の出席

だったようでした。まんべんな く

休むとい う事が出来ないテーブル

のようです。

石川隆一.10月8日ガノてナ ー補佐石原さんの

公式訪問に同行させていただきま

したが、今日お車代としてクラブ

よりお心遣いを頂きましてい鈴木

SAAが前の席におられましたの

で、とりあえず気持ちだけニコニ

コを入れさせていただきます。

石 原・ーカ パナ ー補佐と して、ガノミナ一公

式訪問等の一応の行事が終わりま

したc 随行して頂いた皆様、あり

がとう ζ ざいました。今から IM
に向けて矢野実行委員長のもと碩

張ります。

坂 -一栄町商百街にイルミネ ーシ ョンを

設置しました。12月末まで毎週イ

ベン 卜をしてますので、見に来て

くださし、。

辻本...Gテ一フ

す。

山 )1トー①今年度初めてのお酒を搾りまし

た。 「初搾 りj をよろしくお願い

します。

②先週 23日(刊あいテ レビ、で、 女

房がやっている NPOいりこ 倶楽

部が紹介さ れました。

鈴木昇一・いつも沢山のニコニ コをあり がと

うございます。先程、全員出席の

このGテーブルで、「ニ コニコを

させて頂けるのは、ロ ータリ アン

として至上の喜びであるJと話し

合いま した。おかげ様で、 11月ま

でのニコニコの累計は目標を大き

く上回っております。引き続き、

宜しく お願いいたします。



卓話 (ロータリー財団委員会

高橋務会員担当)

「日本のエネルギー事情について」

高橋嘉秀氏

近隣RCの例会日

12月5日附観音寺RC

(観音寺商工会議所)

12月6日(金)伊予三島RC

(三島商工会館)

12月 10日(刈観音寺東RC

(観音寺グラ ンドホテル〕

例会プログラム

12月10日(刈

新世代奉仕委員会担当

結婚祝
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