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昨年度は、大阪大手前ロータリークラブも一つ

の節目である 30 周年記念式典を全会員の協力の

下、成功裡に終えました。本年度は新たに 40,50
周年へと向け、堅実に力強く第一歩を踏み出す年

です。このような重要な年に会長を務めることと

なり、大変光栄に思っております。 
今年度の RI 会長の RON D.BURTON さんの

本年度のテーマは 
『ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES』で
す。日本語に翻訳しますと『ロータリーを実践し 

みんなに豊かな人生を』 
そして、そのテーマを実行する戦略が次の三つ

です。 
１．人道的奉仕の重点化と増加(ポリオを撲滅する) 
２．クラブのサポートと強化(様々な奉仕活動に参

加するように奨励する) 
３．公共のイメージと認知度の向上(行動を主体と

した奉仕を推進する) 
その重点的な分野として 
① ポリオ撲滅 今から 26 年前、私(ロン・バー

トン氏)がガバナー・エレクトのころ、ロータリー

史上初めてポリオ・プラスへの募金キャンペーン

が始まりました。｢地球上からポリオを撲滅する｣

残念ながら 2013 年を迎えた今もポリオの撲滅に

は至らずに活動は続いています。 
② FVP：Future Vision Plan 未来の夢計画 ロ

ータリーの素晴らしさをすべて取り入れた未来の

夢は、さらに規模が大きく、持続可能な国際プロ

ジェクトを促すと同時に、地域社会のニーズに応

える地元プロジェクトでの柔軟性を高めることに

よって、ロータリーを新しい次元へと昇華させる。 
③ 会員維持増強 新会員を指導し、彼らがクラ

ブで重要な役割を担い、ロータリーで満足感を得

られるようにしなければなりません。毎年、およ

そ12万人という大勢の人が入会します。しかし毎

年、ほぼ同じ数の会員が退会

しています。15年以上にわた

り会員数が約120万人に止ま

り、私たちは、2015年までに

ロータリーの会員数を130万
人まで増やすことを目標とし

て掲げています。 
④ 2013-14年度RIテーマ ロータリアンが積極

的になれば、人々の人生を豊かにすることができ

る。また一番豊かになるのは、皆さん自身の人生

だということです。 
また、RI2660 地区・ガバナー 福家 宏さんは

地区の方針を 
｢感動の体験を !!  人々にも、自身にも｣

『Participate!! ～参加し、敢行しよう～』   
とし、以下の 5 項目を重点目標とされております。 
①会員の増強と維持 
入会後年数の浅い会員に出来る限り RI やロー

タリー財団のプログラムに参加するように工夫 
②ポリオ撲滅への努力  
③FVP によるプロジェクトの成功 
④東日本震災復興支援 
⑤広報活動｢公共イメージと認知度の向上｣に関わ

るものとして 
それを受けて、大阪大手前ロータリークラブ会

長方針は、地区の 5 項目の重点目標を踏まえた上

で、次の方針を掲げます。 
≪大阪大手前 RC 会長方針 2013-14 年度≫  
『KEEP THE SPIRITS CREATE  ROTARYＬIFE ! 』 

『奉仕の理想を実践し、心豊かなロータリーライフを！』 
①奉仕の理想：利己的欲求は最小限にとどめ、常

に最大利他の究極を求めるロータリーの奉仕の

哲学を基本に置くこと。(自己より公を主に) 
②実践：各委員会の奉仕活動や行事を確認し、努
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先週の例会報告 

・SAA 

山本 依津子次年度委員長 
次年度から S.A.A が担当しています、座席の

新しい提案をいたします。 
3 つテーブルを用意いたします、それぞれ、

赤、青、黄の色に色わけをいたします。そして、

予備のテーブルを１つ用意いたします。 
例会場に来られたら、忘れずに受付にて座席

表をお引き下さい、そしてその色のテーブルに

間違いなくお座りください。会場係りが、新し

くデビューいたしますので、チェックをさせて

いただきます。 
ビジターの方も同様にいたします。親睦委員

の皆様もご協力お願いいたします。 
毎回、違った会員様と、コミュニケーション

が取れるのもマンネリから脱皮し、新しい風を

起こす手段になればと思い、決めさせていただ

きました。そして、親睦を深めていきましょう。

皆様のご協力を節にお願いいたします。 
継続は、力なり。 

・新世代奉仕委員会 

竹森 敏麿次年度委員長 
新世代奉仕委員会の一番目の事業として、短期

交換留学生お二人を迎えて｢天神祭(船渡御)｣への

参加を企画致しました。皆様、是非ご参加下さい。 

30 年度の大阪大手前丸が本日の最終例会で無

事に着岸できる事になりました。本年度は、30 周

年の事業や行事の実施に、特別委員会全員が、精

一杯力を発揮していただきました。 
お陰様で、高島ガバナーを始め当日ご出席いた

だいた内外のロータリアン、そして、元大手前の

会員の方々にも、高い評価を頂きました。本当に

会員の皆様有り難うございました。心から感謝い

たします。親子クラブ、姉妹クラブとの絆も更に

強いものになったと思います。全てのものに感謝

です。 
30 周年の事で、心身が一杯の中、各委員会が

各々の事業を立派に遂行していただいた事に敬意

を表したいと思います。又違う角度からスポット

を当てさせていただくと、30 周年度に相応しい、

アイデア、企画当をタイムリーに掲載には、賞賛

する次第です。 
そして更にボランタリー精神を発揮しての取り

組みに頭が下がります。広報委員会、清木委員長

始め委員の皆さん、有り難うございました。 
最後になりましたが、嫌な事、難しい事を全て

引き受けていただいた、辻村幹事に最大の有り難

うお礼を言わせていただきます。事務局の黒田さ

ん、よく我慢してくれました。ありがとう感謝し

ています。 

力して参加してゆくこと。 
(先ず、全ての行事をカレンダーや予定表に記入

してゆくこと) 
③心豊かな：たとえ質素に見える活動であっても、

強い奉仕の精神に支えられた、内容のある活動

を目標とすること。 
④ロータリーライフ：会員の皆さんの私生活や友

人関係、仕事そして奉仕活動などの全ての人生

が、自然にロータリーの中に包含されていくこと。 
⑤ささやかであっても皆様に喜んでもらえる、楽

しい奉仕活動をしていきましょう。家族会・女

子会・ゴルフ会・親睦旅行・夜例会･･･皆様のア

イデアを取り入れます。ご家族にも理解される

心豊かなロータリーライフを活動の原点にして

いきたいと思います。 
ロータリーを楽しくできることが、会員増強に

もつながってゆくと思います。 
また、ロータリーの『奉仕の理想』を育む源泉

だとも思います。 
具体的には、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕、新世代奉仕、の奉仕事業に楽しく参加

できる企画をして行きます。 
 1 年間、皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い

致します。 

 

◎本日のプログラム ◎次週(7 月 12 日)のお知らせ 

― 委員会報告 ― 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢五代奉仕委員長方針発表｣ 

クラブ奉仕委員長 中林 邦友 

職業奉仕委員長  佐々木 宏 

社会奉仕委員長  岡本 雄介 

国際奉仕委員長  河野 裕一 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 

･ピアノ 中田 喜直「夏の思い出」 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･卓話 

『KEEP THE SPIRITS,CREATE ROTARYLIVES！』  

～奉仕の理想を実践し、 

心豊かなロータリーライフを！～  

会長 大蔭 政勝 

･ピアノ ランゲ「幸福」 

― 会長挨拶 ― 



福井・・・山本会長、辻村幹事、1 年間お疲れ

様でした。 
長谷・・・最終例会です。1 年間皆様ありがと

うございました。 
金髙・・・山本会長、辻村幹事、1 年間お疲れ

様でした。 
木村・・・山本会長、辻村幹事、一年間本当に

ご苦労様でした。 
北村・・・山本会長、辻村幹事、1 年お世話に

なりました。 
小林・・・山本会長の一年間に感謝。 
河野・・・山本会長、辻村幹事、一年間お疲れ

様でした。そして、ありがとうござ

いました！ 
前田・・・山本会長、辻村幹事、誠にお疲れさ

までした。大蔭さん、長谷さん、次

年度がんばってください。 
松葉・・・山本会長、辻村幹事、一年間御苦労

様でした。 
松浦・・・山本会長、一年間ご苦労様でした。

大蔭さん、続いてよろしくお願いし

ます。 
三木・・・山本会長、辻村幹事、ご苦労様でし

た。 
中林・・・山本会長、辻村幹事、1 年間お疲れ

様でした。次年度大蔭会長、長谷幹

事、来月から宜しくお願いします。 
中村(不）・会長、幹事お疲れ様でした。一年間

ありがとうございました。 
西尾・・・最終例会を祝して。 
岡田・・・山本会長、辻村幹事、1 年間ありが

とうございました。 
岡本・・・山本会長、辻村幹事、ご苦労様でし

た。 
大蔭・・・山本会長、辻村幹事様、ご苦労様で

した。 
大本・・・山本会長、辻村幹事、ありがとうご

ざいました。 
関・・・・山本会長、辻村幹事、一年間ご苦労

様でした。 
瀬尾・・・山本会長、辻村幹事 1 年間お疲れ様

でした。 
曽我部・・山本会長、辻村幹事、御苦労様でし

た。 
竹森・・・山本会長、辻村幹事、一年間本当に

ありがとうございました。 
辻村・・・1 年間ありがとうございました。 
山本(依)・今日は最終例会です。 
山本(博)・皆様、1 年間大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

本日ポスティングさせていただいた中に

ROSTER の訂正書類が入っている方は本日中

に訂正箇所を確認し提出して下さい。宜しくお

願い致します。 

2012‐13 年度親睦活動委員長 中林 邦友 
6 月 28 日(金)17：30 からの最終例会に引き続き

18：10 より懇親会が行われ、山本会長及び辻村幹

事の御苦労に対する感謝と、次年度大蔭会長及び

長谷幹事に対するエールが送られました。 
どうしても所用で参加出来ない会員が何人かお

られて、最終例会・懇親会にしては少々寂しい感

もありましたが、いざ始まれば大いに盛り上がり、

楽しい一夜となりました。 
山本会長、辻村幹事、1 年間お疲れ様でした。

大蔭会長、長谷幹事、これから 1 年間頑張って下

さい。 

― お祝いと表彰 ― 

― お誕生日おめでとう ― 

― 結婚記念日おめでとう ― 

― 事業所創立記念日おめでとう ― 

― 出席表彰おめでとう ― 

＜合計 ￥94,000 -  累計 ￥2,186,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 最終例会懇親会報告 ― 

― 次年度幹事報告 ― 

中村 不二（15 日） 

金髙 好伸（11 日） 

田 中  健 日本セロンパック(株)  （1947） 
上野 勝巳 (株)阪南ビジネスマシン （1948） 
福井 教男 (株)関西ランバー     （1987） 

・5 ヶ年皆出席表彰 

河野 裕一 

・ホームクラブ 6 ヶ月皆出席表彰 

竹森 敏麿 

・ホームクラブ 12 ヶ月皆出席表彰 

辻村 和弘 



― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   4名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  30名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  4 名 
<6 月 29 日の出席率 86.11％> 

Make up を含む 6/7 の出席率 91.18％ 

長期交換留学生見送り 
地区青少年交換副委員長 辻村 和弘 

6 月 28 日(金)AM9：00、交換留学生のサラの見

送りに関西国際空港へ行って来ました。平日なの

で友人は学校の授業の為来れず、ホストクラブ会

長・ホストファミリー2 名と私の 4 名での見送り

と成りました。 
サラは本当に日本好きで、着物を 25 枚も買っ

たそうです。その為か、前日に 120kg の荷物を送

っているのにも関わらず、12kg の重量オーバーで

空港のロビーで荷物を減らすのに一苦労でした。 
1 年間の留学生活を終え、母国フィンランドへ

と帰りましたが、近い将来また日本で会えるのを

楽しみにしています。 

7 月 5 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

北村 光司 
去る 6 月 4 日、米山副委員長の古城様より張碩

君が千里 RC で開催されるオープン例会にゲスト

スピーカーとして招かれました。 
私もメーキャップして参りましたので、本年度

の最後の報告をさせていただきます。千里 RC で

は 6 月に創立 40 周年を迎え、その一環としてオ

ープン例会を開催されたというものです。 
12時30分からの千里阪急ホテルでの例会では、

4 人の留学生の皆さんに｢日本、日本人に今提案し

たいこと｣という主題(副題自由)でスピーチをし

てもらい、相互理解を基調にしつつ、みなさんの

視点から日本の現状を分析・提案いただき、日本

のさらなる発展のヒントを得るとの趣旨でした。 
他のスピーカーはいずれも大阪大学への留学生

で、ドイツ、中国、マダガスカルと、国籍も多彩

です。話題の切り口は様々ですが、根底には国際

交流をどのような気持ちでやればうまくいくの

か、日本の若者の問題はなにかということに集約

されていたように思います。 
張君はスピーチを 10 分ほどに切りつめて話し

ました。以前よりは短いですが、抑揚もあり、よ

り感動が伝わりやすくなっていたように感じまし

た。あとで話をすると、短くするのは大変だった

とのことです。 
 4 名の留学生が話し終えたところで、会場から

の質疑応答がありました。こちらもスピーカーと

オーディエンスの本音が出て楽しくあっという間

に終わりました。 
ほんとうは、この後に留学生同士で対談などす

ると、議論も深まるのでしょうが、たいへんもっ

たいなく感じました。 
このように、もったいない機会は他にもいっぱ

いあることでしょうし、そういう機会を形にする

ためには、時間の余裕が必要です。 
ここいちばんの時につかえる時間の余裕をもて

るように、日々の仕事と生活をうまくやりくりし

たいものです。 

― 張碩君出前スピーチ in 千里 RC ― ― 地区青少年交換委員会報告 ― 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ

ていただきました。必要な方は、幹事までお問

合せ下さい。 

 

 

 

7 月 12 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

 


