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先週の例会報告 

いよいよ 2013～2014 年、私が会長を務めさせ

ていただく年度が始まりました。 
私は、当時会員増強委員長でした PP 今西恭晟

さんのお薦めで、PP 関謙二現会員のご推薦も得

て、入会致しまして今年で 18 年目を迎えること

になります。(同期には松浦さん、佐々木さん、金

髙さん、という尊敬できる会員もいらっしゃいま

して大変心強く思っております。) 
途中、私も何度か幹事等のお話も戴きましたが、

若輩者を理由に我儘を通させていただきました。 
そんな私も気がつけば今年で還暦を迎える歳に

なりました。故田村先生はじめ、今までお世話に

なった多くの｢先輩方の意志や思い｣を引き継ぎ、

30 年かけて築いてこられた当クラブの｢良き伝

統｣を継承していきたいと思っております。 
また私達は、次に 40 周年、50 周年へ向けなが

らも、さらに未来に向けた新しいベクトルの構築

を必要としております。 
本年度は、ロータリーの精神の下、「真の明るい

ビジョン」を見据え、心豊かなロータリーライフ

を皆様と創造してゆきたいと考えております。 
幸いにも、幹事には非常に優秀な初の女性幹事、

長谷裕代さんが快く引き受けてくださいました。

一年間どうかご協力宜しくお願い致します。 
『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！』 

― 入会式 ― 

平成 25 年 7 月 5 日 
入会されました。 
朝槻真紀子会員 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 7 月 12 日 第 1455 回例会 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次週(7 月 19 日)のお知らせ 

･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  ♪｢四つのテスト｣♪ 

･卓話 

 ｢私の旅の楽しみ方(国際大会に出席して)｣ 

佐々木 宏会員 

･8 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ J.スコット「アニー・ローリー」 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



前田 康廣 
第 4 回ゴルフコンペは 7 月 6 日(土)、美奈木ゴ

ルフ倶楽部で開催されました。 
当日は 11 名の会員、家族の参加でした。真夏の

コンペで暑さも心配されましたが、みなさん元気

いっぱいで脱落者もなく、夏のゴルフプレイを満

喫することが出来ました。 
なお成績は以下の通りです。 

優勝   中村 不二 
準優勝  松葉 知幸 
３位      前田 康廣 

最終コンペが新年度に入ってしまいましたが、

何とかみなさんのご協力により当番幹事の大役を

果たすことが出来ました。誠にありがとうござい

ました。次回よりいよいよ新年度のゴルフコンペ

が始まります。みんなでどしどし参加いたしまし

ょう。 

新年度幹事をさせていただきます長谷裕代で

す。1 年間宜しくお願い致します 
昨日、一昨日と資料を作るために 岡本会員、

辻村会員、竹森会員、多田会員のみなさまにお手

伝い頂き本日新年度を迎えることができました。

大阪大手前ロータリークラブの素晴らしさを体験

することが出来ました。 
１．本日次の資料をお配りしています。確認お願

いします。年次計画書、地区大会記録書、ロ

ータリーの友 7 月号、クラブ内規、会員証、

ROSTER2冊, 台北百齢 ROSTER1 冊(台北

に行かれた方のみ) 
２．会費納入のお願いは郵送いたします。必ず期

日までにお振込みお願い致します。 
３．次週の卓話は五大奉仕委員長方針発表です。

宜しくお願い致します。 

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
◆2013‐14 年度 全国青少年交換委員長会議 
日時：2013 年 7 月 7 日(日)9：15～15：50 
場所：品川プリンスホテル メインタワー17F 
 日曜日の朝 9 時 15 分から会議開始ということ

で、伊丹空港 7 時 5 分発の飛行機で会場へ向かい

ました。(5 時起きです。眠い) 
全国から青少年交換正副委員長 42 名、RIJYEC

メンバー21 名の参加で会議が始まり、各自が自己

紹介と地区の状況報告を行なった後、主に危機管

理と旅行保険の事で活発な議論がなされました。 
さすがに皆さん地区を代表されてこられている

だけあって、無駄な会話は無く熱い議論が延々と

続き、タイムアップとなってしまいました。 
次回は来年 5 月 24・25 日に福島県会津で開催

されます。 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 

地区職業奉仕委員長 岡本 雄介 
6 月 29 日(土)夕方地区委員会が開催されまし

た。今回は次年度への引き継ぎが主な内容です。 
次年度委員長を仰せ使い、緊張と同時に身の引

き締まる思いでした。地区職業奉仕委員会のメン

バーはロータリーに対し熱い思いを持った方が多

いので、プレッシャーもひとしおです。 
 次年度は各クラブの職業奉仕委員長のお手伝い

ができるよう、卓話・出前授業・職場体験学習の

資料など配布する予定です。委員会後、天満橋の

美々卯で卒業される方の慰労会と次年度への引き

継ぎ式が盛大に行われました。 

― 臨時理事会議事録 ― 

・広報・雑誌委員会 

委員長 河野 裕一 

本日、｢ロータリーの友｣7 月号を配布していま

す。今月は、RI 会長のロン D.バートン氏のメッ

セージ、特集が掲載されています。また、｢ロータ

リーの友｣電子版の発行についての記事もありま

すので是非ご一読ください。 

 

― 第 4回ゴルフコンペ報告 ― 

― 幹事報告 ― 

7 月 12 日のメニュー 

さつまいものクリームスープ 

但馬味鶏のトマト煮込みに夏野菜を添えて 

季節のサラダ 

桃のコンポートとシャンパンシャーベット 

コーヒー 

― 地区職業奉仕委員会報告 ― 

日 時：2013 年 7 月 5 日(金) 

審議議案： 

1．瀬尾会員の出席規定適用免除については保留。 
2．新会員朝槻真紀子氏の委員会所属に関してクラ

ブ奉仕部門は｢親睦活動委員会｣、奉仕部門は｢職

業奉仕委員会｣とする旨、承認。 

― 委員会報告 ― 



大阪天満橋 RC 在本茂氏 
・・・昨日は大蔭会長、長谷幹事、初例会

においで戴きありがとうございまし

た。本年度の三世代社会奉仕事業、

三世代合同例会は、私共大阪天満橋

RC の担当でございます。 
大阪天満橋 RC 中島康之氏 
  ・・・今年度幹事を務めます中島です。ど

うぞよろしくお願い致します。 
朝槻・・・入会させて戴きました。よろしくお

願いいたします。かなりフレッシュ

かなりクリーンな花咲か婆より。 
福井・・・新年度ガンバレ。 
長谷・・・在本茂大阪天満橋ロータリークラブ

会長様、中島幹事様、昨日はありが

とうございました。ごゆっくりとお

過ごし下さい。 
     本日の準備にお手伝い下さった岡本

様、辻村様、多田様、竹森様、あり

がとうございました。本日無事に新

年度を迎えることが出来ました。 
金髙・・・大蔭さん、長谷さん、頑張って下さ

い。朝槻さん、入会お目出とうござ

います。 
北村・・・大蔭さん、長谷さん、新スタートお

めでとうございます。 
小林・・・新しい年度のはじまりですね。大蔭

会長始め役員の皆様、クラブの皆様

にエールを送ります。朝槻さん、入

会おめでとうございます。 
河野・・・朝槻様、入会おめでとうございます。

大蔭会長、長谷幹事、一年間よろし

くお願い致します。 
前田・・・新年度、新体制の門出を祝し、ニコ

ニコ！大蔭会長、長谷幹事、がんば

って下さい。 
松葉・・・大蔭新会長の門出を祝って。朝槻さ

ん、入会おめでとうございます。 
松浦・・・大蔭会長、長谷幹事、一年間お世話

になります。 
三木・・・新年度大蔭会長、長谷幹事の無事航海

を祈って。朝槻さんの入会を祝って。 
中林・・・大蔭会長、長谷幹事、一年間頑張っ

て下さい。宜しくお願いします。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 4名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   3名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  28名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5 名 
<7 月 5 日の出席率 90.91％> 

Make up を含む 6/14 の出席率 91.18％ 

中村(不）・大蔭会長、長谷幹事、1 年間頑張っ

て下さい。よろしくお願い致します。 
中村(匡)・朝槻さん、ようこそ！！ご一緒に楽

しくやりましょう！ 
中野・・・久しぶりです。 
西尾・・・新年度よろしくお願いします。朝槻

さん、入会おめでとうございます。 
岡田・・・大蔭会長、長谷幹事、1 年間よろし

くお願いします。朝槻さん、入会お

めでとうございます。 
岡本・・・大蔭会長、長谷幹事、一年間よろし

くお願いいたします。朝槻さん、入

会おめでとうございます。 
大蔭・・・大阪天満橋 RC 在本会長、中島幹事、

昨日、本日ありがとうございます。 
大本・・・新年度会長、幹事、よろしくお願い

致します！朝槻さん、入会おめでと

うございます。 
佐々木・・リスボンの国際大会より帰国しまし

た。ついでにノルウェーに寄ってき

ました。詳しくは 7/19 の卓話に

て！！ 
関・・・・大蔭会長、長谷幹事の新年度スター

トを祝して。 
曽我部・・新年度です。会長、幹事御苦労様で

す。朝槻さん、入会おめでとう。 
辻村・・・大蔭さん、長谷さん、1 年間がんば

って下さい。朝槻さん、入会おめで

とうございます。 
山本(依)・今日から大蔭会長、長谷幹事、がん

ばって下さい。 
山本(博)・大蔭様、長谷さんの門出を祝して。

朝槻さんのご入会を祝して。 

＜合計 ￥110,000 -  累計 ￥110,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 



― 米山奨学生報告 ― 

米山カウンセラー 多田 秀觀 
6 月 30 日は大阪の夏祭りの皮切り、【愛染さん】

ですが、米山留学生の陳さんを誘ってみました。 
浴衣を着せてもらうのをメンバーの山本依津子

さんにお願いしました。 
【きっちりと着せたげなアカン、前が肌蹴たり

したらどんな日本人が着せたんや！と非難される

さかいベテランを頼んだるさかいな】と頼もしい

こと、約束の 2 時にご自宅をお尋ねしました。 

【時間丁度に来

たね、まだ来てはら

へんからお茶でも

飲んで待っといて】

で待つことしばし、

【ちょっと遅いみ

たいやから着せた

げよか】別室でしば

らくして浴衣姿の

可愛い娘が出てき

ました。 
其の頃ゴルフから戻られた幹事から電話が来て

【何処ですか？】【今依津子さんとこ、着せてもら

ってできました。】【もう 3 時ですよ、そろそろこ

ちらに来てはるかと思いました。】 
依津子さんが【誰？】【辻村さんです】【ちょう

どええヤン、迎えに来てもろたら？】え、そんな

厚かましい、しかしなれない下駄で歩かせるの

も･･･。【すみません、こちらに廻ってもらえま

す？】【ええですよ、行きますわ】の後で｢ピンポ

ーン｣着付け師の到着でした。【3 時やてゆうてた

やろ】？？？しばしの手直しがあったようで、電

話が鳴りました。 
【今下につきました】【もう来たン？上がっても

ろタラワ？】これはいけません、祭りどころや無

くなるかもしれない気がしてきました。【私は下へ

降りて待ってますのでお願いします】、道路に出て

幹事と合流し、車で待つこと･･･。二人が現れまし

た。写真など撮っていただいて出発し幹事の会社

に程近い【愛染祭り】のお寺に行きました。 
浴衣姿の女性がたくさんいたのですが、彼女は

やはり着付けがしっかりしているせいか、女性の

中で目立っていたようで、同じ浴衣の女性の冷た

した。 
この愛染娘の中には阪大生が二人いて、そのう

ち一人は中国からきているとの話で話が盛り上が

っていたようでした。 
 日が傾いてきた頃、そろそろ帰ろうかと帰途に

着いたのですが、近くに国際交流センターがある

とかで、この 7 日に米山学友会総会があるので、

場所を確認しておきましょう、と歩いてゆきまし

た。 
そしてそこから私の仕事場まで 1km あまり、歩

いて帰ったのですが履きなれない下駄で辛かった

ようです。もう少し思いやりの心があればと反省

することが多いお祭りでした。 

い視線〔この子のほうが私より上手に着てるわ！〕

を感じたような気がしました。 
宝恵駕籠に座るとカメラマンが寄ってきて十数

人に囲まれて人気

者になっていまし

た。幹事は主催者と

昵懇の仲らしく【愛

染娘】〔えべっさん

の福娘みたいな美

女ばかり〕の仕事を

しているところに

入って行って陳さ

んを紹介していま

・7月 19 日(金)  13：40～ 

8 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・8月 9 日(金)  13：00～ 

クラブ協議会（ガバナー補佐ご臨席） 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・8月 23 日(金)   

ガバナー公式訪問 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・8月 23 日(金)  13：40～ 

9 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

― 直近の行事予定 ― 

 

 

 

     〈四つのテスト〉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 

7 月 19 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 


