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先週の例会報告 

１．昨日は睦輪会に会長、幹事で参加しました週

報に報告します。 
２．定例理事会のご案内と、2013 年度 34 回大輪

ゴルフ会開催の案内をポスティングしていま

す。期日までに回答をお願い致します。 

皆さんこんにちは、本日で、第二回目の会長挨

拶ということになりますが、今回はその前に、皆

さんご存知の素晴らしいご来賓をお迎えしており

ますのでここに改めてご紹介いたします。 
お一人は昨年度 2660 地区のガバナーとしてご活

躍された高島パストガバナーさんと、地区代表幹事

として一年間、頑張ってこられた村橋さまです。 
さらに今年度 2 度目の会長をされる山本肇・大

阪中之島ロータリークラブ会長さんと幹事の木村  

さんです。後程ご挨拶をいただきますが、本日は

お忙しい中、本当にありがとうございます。 
さて、今年は私にとっては還暦を迎える歳にな

りましたが、よくよく調べてみますと、[日本再生

の年]ともいわれます。 

理由は 
1．伊勢神宮 第 62 回の式年遷宮(二十年に一度) 
2．出雲大社 大遷宮(六十年に一度） 
3．熊野大社 正遷座百二十年大祭  
神の計らいか、天がアレンジした平成二十五年 
偶然の偶然 不可思議の世界｢何かある｣ 
皆様も、ぜひ参拝されますよう。 
・・・あなたのために 日本のために・・・。 
 

 

 

 

 

 

 

『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！』 

― 臨時理事会議事録 ― 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 7 月 19 日 第 1456 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 26 日)のお知らせ 

7 月 26 日の例会場 

帝国ホテル大阪22階｢ペガサスの間｣ 

･ソング  ♪｢それでこそロータリー｣♪ 

･卓話 

｢世界の街角｣ 

関 謙二会員 

･ピアノ J.スコット「アニー・ローリー」 

― 幹事報告 ― 

･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 中田 喜直「夏の思い出」 

― 会長挨拶 ― 

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

日 時：2013 年 7 月 12 日(金) 

審議議案： 

1．朝槻会員の歓迎会を 8 月 2 日(金)梅の花 OAP
店にて開催する旨、承認 



直前ガバナー高島凱夫氏 
直前地区代表幹事村橋義晃氏 
  ・・・ガバナー年度を無事に終えて大阪大

手前 RC の皆様に御礼申し上げます。 
大阪中之島 RC 山本肇氏 

・・・本年も大阪中之島 RC を御指導下さ

い。よろしくお願い致します。 
大阪中之島 RC 木村眞敏氏 
  ・・・中之島 RC の新幹事です。御指導よ

ろしくお願いします。 
朝槻・・・本日は入会のごあいさつで 3 分間、私

のまほうつかい人生を話させていた

だきます。不思議、不可解な花咲か婆

とあわれて幸が来ますよう！！願。 
長谷・・・直前ガバナー高島様、直前地区代表

幹事村橋様、ご苦労さまでした。山

本中之島会長、木村中之島幹事、い

らっしゃいませ。岡本様、週報の印

刷ありがとうございました。 
犬伏・・・猛暑つづきで健康に御注意を。 
松浦・・・朝槻さんのご入会を祝して。これか

らいろいろと教えて下さい。 
中村(不）・ゴルフ同好会の本年度の幹事に昇進

しました。宜しくお願い致します。 
中村(匡)・暑いですが、元気です！！感謝！！ 
岡本・・・高島直前ガバナー、村橋前地区幹事、

中之島 RC 山本会長、木村幹事、お越

しいただきありがとうございます。 

― 自己紹介 ― 

・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

こんにちは。新世代奉仕委員会より近々の事業

3 点をお知らせいたします。 
１．7 月 14 日(日)ローターアクト主催｢第一回地区

献血｣がなんばバス停前で実施されます。参加

される方、当日猛暑も予想されます。気をつ

けてお越しください。 時間のある方は、献血

へのご協力をお願い致します。 
２．7 月 21 日（日）短期交換留学生のカリフォル

ニア出身ジュリアさんが来日されます。 

お時間のある方は、お迎えに参加して下さい。  

宜しくお願い致します。関空着 UA885 便 

14 時 30 分にて来日されます。 
３．7 月 25 日(木)新世代奉仕事業の一つとして、

短期交換留学生の新屋さん・ジュリアさん  

を招待し、日本 3 大祭りのひとつ天神祭｢船渡

御｣へ参加致します。参加頂ける会員の皆様

へ、7 月 19 日例会の際チケットをお渡し致し

ます。当日、乗船できる時間が厳しく設定さ

れております。参加頂ける会員・家族の皆様

は、くれぐれもご注意ください。宜しくお願

い致します。 

新入会員の朝槻真紀子でございます。 
不思議な不可解な、魔法使いです。生来、他人さ

まやこの国の幸せだけを願って行動してきまし

た。気がつくと火中の栗を拾っては、アチチッと

大火傷！新幹線駅を移動させ町興しなど、そのた

めすべてを失っても、人という宝物は常にそばに

遺り、その宝物さえ、皆様にお分けしたい！多分、

童話の｢幸福の王子｣かなと思います。 
苦しむ人、困った人を見ると、そく手を差し伸

べる。奉仕という言葉には代えられない信念は、

組織で動くのではなくて、たったひとりでジャン

ヌダルクです。無理を通すので、病も乗り越え、

アップアップしていても、人生の集大成として日

本の幸せにと、｢幸せを運ぶ魔法使いより｣を昨年

刊行しました。心に響く、世界初をなしたと多く

の識者の書評や支えに力を得て、1 日も早く一人

でも多く、幸せパワーをお渡しし、昭和に置き忘

れた温かい心で、この本を抱きしめて、地震も津

波も蹴散らすくらいの強靱な精神を取り戻すこと

や、皆様のお力をお借りして｢よき哉日本｣に戻す

ことが望みです。 
 大蔭会長にあなたのスパイシーな言動が、この

会に新風を巻き起こすと、よいしょされてこの会

にお世話になることを決めました。多くを学ぶだ

けの人生でしたから、この会でそれらを美しく伝

えられて、お役にたてれば嬉しいです。最後に｢今

生を栄えとせず、後の世の華になる｣と私を見抜い

た大学教授の言葉にありがたくもあり、でも｢金子

みすず｣じゃあないのでこの世にある間に、人様の

喜びの笑顔を見届けたい、というのが私の欲です。 
今まで出会われたことのない人間性ですが、皆

様のお仲間として認めて頂けるよう頑張ります。

よろしくお願い申し上げます。 

大蔭・・・高島直前ガバナー、村橋様、一年間

地区の為ありがとうございました。

中之島 RC 山本会長、木村幹事、今

年は宜しくお願い致します。犬伏様、

前田様、松浦様、先日は楽しいゴル

フ会ありがとうございました。 
佐々木・・隠岐に有志で行ってきました。美味し

い魚、美しい海岸、想像以上でした。 
山本(依)・中之島ロータリーの会長、幹事、よ

うこそおいで下さいました。 
山本(博)・高島パストガバナー、一年間ご苦労

さんでした。中之島の山本会長、木

村幹事、いらっしゃい。 

 

＜合計 ￥53,000 -  累計 ￥163,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

7 月 19 日のメニュー 
色々な貝類のピラフ 

季節のサラダ 
コーヒー 

― 委員会報告 ― 



― 先週の卓話 ― たいと思います。大きな事業として東日本震災支

援として東北を訪問し、現在の状況、地元の方の

声などを会員各自の目で見て、耳で聞いていただ

けるような内容を企画いたします。社会奉仕委員

会だけではできない場合、他委員会との合同にな

るかもしれません。大阪視覚特別支援学校に対す

る事業の補助金もおりるようです。実際にみんな

で訪問いたします。 
このように会員参加型の事業を進めてまいりま

す。会員の皆様是非ご参加ください。 
◆国際奉仕委員会 

委員長 河野 裕一 
当委員会は大きく分けて台北百齢 RC とハワイ

カハラサンライズ RC との(に対しての)活動とな

ります。詳細は下記の通りです。 
１．台北百齢 RC 
・短期交換留学生事業留学生派遣の実施(8 月)。

2 月に募集しました留学生は 1 名の希望があ

りました。大蔭会長の甥の末弘 瞭人

(SUEHIRO RYOTO)さんです。留学生の学校

は 8/1 から 8/30。授業の始まる前の 7 月 30
日に台北まで引率、授業の終わる 8 月末にお

迎えに行きます。 
・当クラブ周年例会への招待及び接遇(3 月)。 
・国際奉仕プロジェクト(旧 WCS)事業の実施。 
・周年記念例会への参加(6 月)。 

２．ハワイカハラサンライズ RC 
・例会への参加。訪問時期に関しては未定。 
・当クラブ周年例会への招待及び接遇(3 月)。 
・国際奉仕プロジェクト(旧 WCS)事業の実施。

現時点では実施できるかどうかは未定。お金

を使わない体を使う奉仕プロジェクトの計画

が提案されているので実施できるように進める。 
最後に、佐々木職業奉仕委委員長からお話があり

ました、2014 年 6 月１日～4 日にシドニーで開催さ

れる国際大会の参加も実施したいと思います。 
◆新世代奉仕委員会 

副委員長 北村 光司 
今年度、新世代奉仕委員会副委員長を務めます

北村です。今年度の新世代奉仕委員会メンバーは、

委員長に竹森会員副委員長に大本会員と私、北村

と委員に上野会員・中野会員・小林会員以上、6
名で新世代奉仕活動を行って参ります。当委員会

としましては、次の内容を計画しております。 
１．新世代プログラムへの支援 
  青少年交換 
  ニコニコキャンプ 
  RYLA 
  ローターアクト 
  インターアクト 
 当クラブとして今年度は上記プログラムへの参

加する若者を会員から積極的に募り、推薦し、

支援する。 
2．ボランティアを励ます会の実施 

｢五大奉仕委員長方針発表｣ 
◆クラブ奉仕委員会 

委員長 中林 邦友 
クラブ奉仕委員会は他の 4 つの奉仕委員会と異

なり、独自で事業をする委員会ではないので、各

委員会が事業企画・立案・運営して行く上で、ク

ラブメンバー1 人 1 人が協力出来る事は協力して

行きましょう。まず、手始めに出欠のボードに○、

×をつけるのは個人の責任で徹底しましょう。2
週も 3 週も廻しているにも関わらず、○も×も付

いていない人が多いですが、予定として○か×は

早目に付けて、仕事等の都合で変更するのは OK
と取り決めましょう。 

各委員会はクラブの為、メンバーの為に事業を

考えていますので多くのメンバーが無駄な手を煩

わせる事無く、大勢参加して事業を成功させる様

に努力しましょう。 
◆職業奉仕委員会 

委員長 佐々木 宏 
職業を通じてロータリアンとして奉仕する、又

親睦をはかる。ほとんどのロータリアンは有資格

者ではないので、いわゆる地で行ける特技を持ち

合わせていません。ちなみに私の業種では薬剤師

や看護師等がそれにあたると思います。 
これからの世代の人間が少しでもロータリアン

の職業を理解し、働く事に意義を感じ、我々がお

手本となる様努力する事が大切と思います。 
本年の委員会活動は私の職業に関連して推進し

て参りたいと思います。本年度の地区委員長は当

クラブの岡本雄介会員である為に、地区とのパイ

プを太くして実のある一年としたいと存じます。 
職業見学として病院見学を準備中です。日にち

は九月十七日(火)です。病院で働く特にナースの

方々の現場を見ていただきたいと考えています。

場所は徳洲会八尾病院を計画しています。新しく

オープンしてまだ間もなく、特に進歩している医

療機器や手術室、救急処置室、又ナースステーシ

ョン、特別病室等を考えていますが、プライバシ

ーを尊重する場所ですのでその点を充分配慮して

見学をお願いします。又併せて健康に関するレク

チャーもお願いしている次第です。 
一年間の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

◆社会奉仕委員会 
委員長 岡本 雄介 

今年度は会員に汗を流していただく事業を中心

にすすめたいと思います。奉仕先の現状、ご要望

事項などをまったく知らずに寄付金等を出してい

ただくのではなく、実際どんな施設でどんな運営

をされている施設なのかなどを知った上でないと

奉仕の意味もありません。 
 目録だけで終わらせるのではなく、足を運んで

実際に実情を見ていただけるような事業を展開し



新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 
2013 年 7 月 14 日(日)ローターアクト第一回地

区献血活動に参加致しました。この活動は、地区

の社会奉仕プロジェクトの一環として大阪赤十字

センターのタイアップにより、大阪の輸血用血液

が不足する毎年夏と冬の年二回行っているもので

す。献血を通して社会貢献ができる事を一つの目

的としています。とても暑い中、RAC のメンバー

は大きな声や活発な動きで、一般の方々へ献血へ

の呼びかけを行っておりました。 
当クラブメンバーの大本副委員長・中野委員・

小林委員・竹森も献血への呼びかけや実際に献血

― 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  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 10 名 
<7 月 12 日の出席率 68.57％>  

Make up を含む 6/21 の出席率 91.18％ 

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
場所：ガバナー事務所 
日時：2013 年 7 月 13 日（土）13:00～17:00 
【来日学生ホスト関係者オリエンテーション】 

8 月より留学する学生の、クラブ関係者・ホス

トファミリー・学校関係者を迎えてのオリエンテ

ーションを開催致しました。 
留学に対するさまざまな注意事項を説明した

後、質疑応答となりましたが、やはり皆さん不安

がいっぱいなようで、活発な意見交換がなされと

ても有意義な会と成りました。 
【2013－14 年度第 1 回青少年交換委員会】 
 今年は委員長という大役を担っております、第

1 回目の委員会です。メンバーは昨年度より 2 名

が掛け、3 名が新しく入って来て 11 名と成りまし

た。 

年間のホームステイ

による留学生活とい

う、まさに 2 年がか

りのプログラムで

す。8 月末の帰国報告

会での、楽しい報告

を期待しています。 

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
7 月 12 日(金)8：55 関空着の AY0077 便で、フ

ィンランドに留学していた山下花香ちゃんが帰国

しました。これで、留学生６名が全員帰国となり

ました。来日生も先週で全員帰りましたので、

2012‐13 年度の長期交換プログラムはこれで無

事終了と成りました。 
1 年間の日本でのオリエンテーションの後、1

幹事 長谷 裕代 
昨日第 2 回 IM 第 6 組会長・幹事会｢睦輪会｣が

開催されました。福家宏ガバナーの挨拶で始まり、

各クラブの会長が今年度の活動計画と方針を発表

されました。ほぼ全員の出席でしたので皆様と親

睦を深めることが出来ました。 
私の心に残った言葉 1.心のこもった拍手をしよ

う。2.心のボタンをピンクに楽しいロータリー基

本に戻ろうでした。 

を行う事で少しで

も社会貢献できた

かと思います。ま

た、街頭などで献血

活動を見かけまし

たら、献血に協力し

たいと思います。会

員の皆様も是非ご

協力をお願い致し

ます。 

3．尼崎学園を対象とした事業の実施 
4．青少年奉仕月間の担当卓話の実施 
5．社会奉仕委員会との連携と協力 

この 1 年間メンバーの皆様が関心を持って積極

的に参加頂けるように働きけ、活動して参ります。

何卒、宜しくお願い申し上げます。 

昨年まで 7 年間委員会のお世話をして下さって

いた、ガバナー事務所の今井事務局長が退職され、

新人の井上事務局員が担当と成りました。今井さ

んにお任せしていた部分が多く正直不安が一杯で

す。 
本年度の役割分担を決め、8 月には 1 年間オリ

エンテーションをした学生が留学に旅立ち、来日

生が日本へとやって来ます。また 9 月には来年度

の派遣候補生のオリエンテーションが始まり、来

日生の 1 泊研修も控えています。 
本当に 1 年中休む事無く行事が目白押しな委員

会ですが、新世代の若者達の成長が見れる素晴ら

しい委員会ですので、クラブとしてもバックアッ

プを宜しくお願い致します。 

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。 
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