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大阪城北ロータリークラブ

１．⼊会は、原則として、本クラブ会員の推薦者2名が必要です。 
２．当クラブでは職業分類、⾝元確認が義務付けられています。

できるだけ多種の業務についておられる⼈、同じクラブの友⼈と
してお付き合いいただける⼈を集めたいと考えています。 

３．会員選考委員会による⾯談をし、この委員会の報告により理事会
が⼊会を許可します。会員全員に公⽰され、特に異議がなければ
⼊会の運びとなります。 煩雑な⼿続きが⾏なわれているようにお
感じかも知れませんが、末永く年齢、業種を越えた友⼈としてお
迎えする新会員ですから、慎重に会員選考をおこなっていること
をご理解ください。

■ ⼊会に必要な費⽤

■ ⼊会の⼿続き

⼊会のご案内

クラブ会員

⼊会⾦ 200,000円
年会費 300,000円

会員数 58名  （2018年 1⽉現在）
年齢層 38歳〜90歳 （平均5９歳）

Rotary Club of Osaka-Shirokita
JAPAN

What′s RotaryClub
1977（S52）年6⽉29⽇ 
毎週⽔曜⽇ 12時30分〜13時30分 
太閤園

（JR東⻄線 ⼤阪城北詰駅 下⾞1分） 
〒534-0026
⼤阪市都島区網島町9-10 太閤園内 
06-6352-0634 
06-6352-6207 
http://www.osaka-shirokita-rc.jp

⼤阪城北ロータリークラブへのおさそい。
私達のクラブでは、様 な々親睦活動や奉仕活動に励んでいます。
会員は、⼤阪市を中⼼とした企業の代表者で構成されています。
楽しい親睦と有意義な奉仕活動で⼈⽣を楽しみませんか?
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⼤阪城北ロータリークラブ
 国際ロータリー第２６６０地区

国際交流 姉妹クラブ

■ 建築関係
 建築設計 (4)
 総合建設業 (2)
 基礎⼯事 (1)
 防⽔⼯事 (1) 
 塗装⼯事 (1) 
 電気⼯事 (2) 
 建説コンサルタント業 (1) 
 ⼟⽊⼯事業 (1) 
■ 製造業
 建築⽤⽯材 (1)
 芳⾹族薬品 (1)
 ガラスコーティング加⼯ (1)
 靴 下 (1)
 紙パルプ製品 (1)
■ 流 通
 ⾮鉄⾦属 (1) 
■ 業 務
 ソフトウェア (1) 
 旅⾏代理店 (1) 

実業の部 Business and Industry [58]

専⾨の部 Specialist[23]

※（数字）はメンバーの数

 ⽣命保険 (1) 
 保険代理 (1) 
 ⼟地賃貸 (1) 
 建物管理 (1) 
 アセットマネジメント (1)
 不動産業 (1) 
 商業⽤不動産投資事業 (1) 
 タクシー (1)
 ⼀般貨物運送 (1)
 国内電話 (1)
 ハウスケア (1)
 ⼈材派遣 (1)
 ホテル・旅館 (1)
 レストランチェーン (2)

■ 法 律
    弁護⼠ (3) 
    司法書⼠ (1) 
■ 経 済 

    公認会計⼠ (2)
    税理⼠ (3)
 社会保険労務⼠ (1)
■ 技 能 
    不動産鑑定⼠ (1)
■ 医 師 
    ⼩児科医 (1)
    外科医 (1)
    整形外科医 (1)
■ 医療施設
    病 院 (2)
    診療所 (1)
■ ⻭科医系 
    ⻭科医 (2)
■ 学校・教育 
    専修・各種学校 (1)
    ⻭学教育 (1)
■ 宗 教
    仏 教 (1)
■ 政庁・外国公館 
    ⼀般財団法⼈ (1)

Rotary Club of Peninsula Hong Kong 締結⽇ 1980年11⽉23⽇ 

Rotary Club of Waikiki Hawaii 締結⽇ 1997年11⽉5⽇ 
ハワイ・ワイキキ ロータリークラブ

⾹港ペニンシュラ ロータリークラブ
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 前半30分⾷事及び会務（委員会報告、連絡事項
等） 後半30分 卓話（会員は年1回程度スピーチをし
ます。） 「集いて、⼈に学ぶ」はロータリーの伝統。⼈
⽣観、経験談、趣味の世界、社会活動など 多くの引き
出しの中から取り出してお話しいただくことになりま
す。このような活動を通じてロータリークラブ間の交
流の環が広がることを期待するものです。

ロータリークラブとは

 ロータリーは⼈道的奉仕を⾏い、あらゆる職業において⾼度の道徳的基準を守ることを奨励し、かつ世界
における親善と平和の確⽴に寄与することを⽬指した事業および専⾨職務に携わる⼈が世界的に結びあっ
た団体です。
職業・国・⽂化が異なる120万⼈の会員から成るネットワーク、ロータリーは、草の根の活動とグローバルな取
り組みを通じて変化を⽣み出しています。

私たちのモットーは「超我の奉仕」

ロータリーの創始者ポール・ハリスの⾔葉

例  会

四つのテスト  

 「ロータリーがしかるべき運命を切り開くには、常に進化し、
時には⾰命的にならなければなりません。」
ロータリーの「奉仕の理念」とは⾦看板と⾔われる親睦と職業
奉仕にあり、信頼（信⽤）に裏づけられた職業分類による⼈脈

（繫がり）による親睦であり、これがロータリアンの友の輪・友垣
です。そして職業⼈としての⾼い倫理観・⾼潔性・寛容・リーダ
ーシップがロータリーの⽬的です。

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

 現在、世界163カ国に3万以上のクラブがあり、クラブ会員と
しておよそ120万⼈のロータリアンが存在しています。ビジネス
やバカンスで訪れた海外の旅⾏先で、世界のロータリアンに出
会う機会があるかもしれません。胸元のロータリークラブのバッ
ジが会話のきっかけになり、友情の輪が広がったというエピソ
ードもあります。

(⾔⾏はこれに照らしてから)

⼀⾔で⾔えば、ロータリーは利他の⼼を養い、⼈を育てるとともに、献⾝的な奉仕活動を⾏う世界的な団体です。

ロータリー奉仕理念とは

ロータリーの創始者ポール・ハリス⽒（1868 〜 1947）

ロータリークラブ奉仕部⾨

五大奉仕部門

 私たちは、クラブ活動の⼟台となる5つの奉仕部⾨を通じて、
地域社会や海外での奉仕に⼒を注いでいます。

クラブ奉仕 は、会員同⼠の関係をはぐくみ、積極的な会員増
強計画を実⾏して、活気あるクラブづくりを⾏うことです。
職業奉仕 は、すべてのロータリアンが倫理と⾼潔さをもって仕
事にあたり、職業の知識やスキルを社会のニーズ解決のため
に進んで役⽴てることです。
社会奉仕 は、すべてのロータリアンが、地域の⼈びとの暮らし
を豊かにし、より良い社会づくりに貢献することです。
国際奉仕 は、国際的なプロジェクトでボランティア活動をした
り、海外のパートナーとの協同活動を通じて、平和と相互理解
を推進することです。
⻘少年奉仕 は、ローターアクト、インターアクト、ロータリー⻘
少年指導者養成プログラム（RYLA）、ロータリー⻘少年交換な
どを通じて、⻘少年や若い世代の社会⼈がリーダーシップ能
⼒を伸ばせるよう⽀援することです。

野球同好会

⿇雀同好会

⼤阪城北ロータリークラブは、40周年を迎えました。

１０周年記念事業 城北公園パーゴラ寄贈

30周年記念事業 重要⽂化財「南蛮屏⾵」
⼤阪城天守閣 寄贈

40周年記念事業として秀吉が信⻑より拝領した名物⼑剣
「⼤江（おおごう）」を復元し、⼤阪城天守閣に贈呈する
また、１０周年城北公園寄贈のパーゴラを改修しました

委  員  会

奉仕活動
親睦⾏事
同  好  会 ゴルフ同好会

英会話倶楽部

職業を通じた奉仕のほかに、社会、
国際等への奉仕活動

ゴルフ、野球、テニス、⿇雀、英会話

歳末家族懇親会、⼩旅⾏等

13ある委員会のいずれかに所属

同好会活動

奉仕活動

40th

淀川クリーンキャンペーン

歳末クリスマスパーティー

ロータリー⻘少年指導者育成プログラム
RYLAをホストクラブとして
⻘少年海洋センターで開催

職場・会社⾒学

⾹港ペニンシュラＲＣ交流会

インターシティーミーティング（I・M）

20th

20周年記念事業 レリーフ「⼤阪の詩」
⼤阪城北詰駅 寄贈 

クラブ奉仕

社会奉仕

⻘少年奉仕

職業奉仕

国際奉仕

ＲＣ地区への参加

⼤阪城北ロータリークラブの記念事業


