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先週の例会報告 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･クラブフォーラム(社会奉仕委員会担当) 

｢今後の社会奉仕事業｣ 

岡本 雄介委員長 

･臨時総会 

･ピアノ アンドレ・ギャニオン「愛につつまれて」 

先週は、第 2660 地区・福家宏ガバナーをお迎

えして直接にご指導頂く公式訪問の日でしたが、

いかがでしたでしょうか。例会の後、会長幹事懇

談会もしていただき、色々なアドバイスもいただ

けました。 
その一つは、国際ロータリー2013 年規定審議会

の決定報告書の件、皆様も一読してくださいとの

ことです。二つ目は、FVP 新補助金制度を活かす

ために前年度から計画を立てておくこと。そして

三つ目は、会員維持増強へのアドバイスと、委員

会構成の合理化案についてでした。ガバナー所属

の八尾中央 RC も会員数 18 名、(夜例会のまとま

り)のお話をいただきました。 
さらに大阪大手前 RC『拡大 CLP 委員会』に関

心をされておりました。心強いご指導に感謝し、

皆さんのためのロータリーでもあることも忘れず

にしたいものです。 
また本日は『第一回クラブフォーラム』です。

理事会の声で始まった『拡大 CLP 委員会』、本当

に長時間かけ慎重に議論を進め、2 回行ってまい

りました。本日のクラブフォーラムでは、それら

沢山の議題を整理しものを、全メンバーで広く話

し合うことを目的としております。そして、具体

的に委員会構成表の改良を、全員の手で加えてゆ

きたいと思います。 
各メンバーの力強い発言や提案を期待しており

ます。よろしくお願いいたします。 
さて、日本の建築・・・その 6 ≪塔:墓の発展≫ 
 
 
 
 
 
サンチーのストゥーパ       西安の大雁塔    法隆寺五重塔 
 
ストゥーパ(卒塔婆)はもともと仏舎利を納めた塚

である。仏教が各地へ広まると、仏教の盛んな地

域にもストゥーパが建てられ仏舎利を祀るように

なった。塔が増え仏舎利が不足すると、宝石、経

文、高僧の遺骨などを、しかるべき読経などをし

たうえで仏舎利とみなすようになった。古代イン

ドでは、貴人の頭上に傘蓋(さんがい)をかざして

歩いたことから、傘蓋は尊貴のシンボルとされ、

やがてストゥーパに対する供養としての傘蓋は幾

重にも重なり、楼閣・塔となっていった。 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･新世代奉仕委員会担当卓話 

｢青少年奉仕委員会活動紹介とそれに係わる

危機管理について｣ 

･ピアノ レイバッハ「ノクターン」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 9 月 6 日 第 1462 回例会 
新世代のための月間 

 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(9 月 13 日)のお知らせ 

― 会長挨拶 ― 

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



長谷・・・本日は拡大 CLP 委員会担当クラブフォ

ーラムです。ご意見をたくさんお願い

します。 
木村・・・何もありませんが。 
岡田・・・11/2(土)～3(日)秋の親睦家族旅行です。

皆さんぜひご参加下さい。 
大蔭・・・明日より台北へ行きます。本日のクラ

ブフォーラム宜しくお願い致します。 
曽我部・・大一番 必ず負けるタイガース もう

ワシャ知らん 勝手にさらせ！！ 
山本(依)・今日は都合で早退いたします。ご免

なさい。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 2名   会 員 数  36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  25名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7 名 
<8 月 30 日の出席率 74.29％> 

Make up を含む 8/2 の出席率 81.82％ 

１．大手前整肢学園より｢ボランティア保険代｣並

びに｢ジユース代｣の寄付に対するお礼状を頂

きました。 
２．三世代合同クラブ例会の案内をポスティング

しています。必ず返事をお願い致します。 
３．本日は拡大 CLP 委員会担当クラブフォーラム

です。 

・親睦活動委員会 

委員長 岡田 耕平 

11 月 2 日(土)～3 日(日)の一泊二日で親睦家族旅行

を実施します。大蔭会長のご尽力による舞鶴海上自

衛隊の施設見学をはじめ楽しい旅程となっていま

す。本日、一部、スケジュールを変更した案内文を

ポスティングしておりますので、皆様にはご家族の

方々とご一緒に是非、ご参加下さい。 
・米山奨学委員会 

委員長 多田 秀觀 

平成 25 年 10 月 6 日奨学生のためのリクレーシ

ョンで、｢宝塚歌劇｣の観劇会があります。 
場所：宝塚大劇場（宙組公演） 
公演内容：グランロマン『風と共に去りぬ』 
日程： 
10:00 ~ 10:30 登録受付(ロビー中央ホワイエ) 
11:00 ~ 12:30 第一部 開演(宙組公演) 
       『風と共に去りぬ』 
12:30 ~ 13:00 休憩 
13:00 ~ 14:00 第二部 開演(宙組公演) 
        レビュウ『未定』 
14:10 ~        懇親会(お食事) 
  (於：劇場正面左に隣接のエスプリホール 3F) 
17:00           閉会 
登録料：ロータリアン¥10,000- 

ロータリアン家族および同伴者¥5,000- 
         奨学生とそのご家族は無料です。 
※申し込みは 9 月 20 日までにクラブ事務局まで

登録料とともにお願いします。 

9 月 6 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

・ゴルフ同好会 

岡田 耕平 

9 月 11 日(水)伏尾ゴルフ倶楽部にて、今年度最

初の大手前 RC ゴルフコンペが開催されます。8
時 45 分集合となっていますので、時間までにお

集まり下さい。 

・里山同好会 

多田 秀觀 

活動日の連絡です。 
日時：平成 25 年 9 月 15 日(日) 午前 10 時集合 
場所：いつもの里山 
登録料：¥1000-  
今回の目的：竹細工の練習 
特別ゲスト：イイダ アルビドソン＆マリア(イイ

ダのルームメイト、交換留学生で名古屋にいたこと

があるそうです) 
いつものように楽しくやりたいと思います。お子さ

んやお孫さんも振るって参加してください。 

― 臨時理事会議事録 ― 

 

＜合計 ￥18,000 -  累計 ￥414,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

9 月 13 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

 

― 同好会報告 ― 

日 時：2013 年 8 月 30 日(金)   

審議議案： 

1．新世代奉仕委員会より秋のライラ2名分12,000
円の登録料を委員会費から拠出する旨、承認 



― 先週のクラブフォーラム ― 

百齢 RC は例会

日(木曜日)をその

日の夜に変更し

てくださり、末弘

君の歓送会を催

してくださいま

した。歓送会には

末弘君のお父様も出席しました。その会で末弘君

は 100 名近い出席者の前で約 20 分間の台湾語で

のスピーチをし、1 ヵ月間の勉強の成果を披露し

ました。 
また、ホームステイで大変お世話になった

P.P.M.E.夫妻に当クラブから感謝の気持ちとして

プレゼントを渡しました。 
百齢 RC の会員の皆さんは末弘君の事を｢すご

くまじめで、勉強熱心な、素晴らしい子です｣とと

ても褒めてくださいました。 
1 ヵ月間という短い留学でしたが、初めのころ

の不安そうな表情はなくなり、堂々とした立派は

好青年になっていて、私たちはとても嬉しかった

です。 
百齢 RC と当クラブの子供たちを両クラブで一

緒に育てていき、両クラブの親睦と子供たちの将

来に成果をもたらす素晴らしい事業だとあらため

て実感しました。 

委員長 河野 裕一 
台北百齢 RC との短期交換留学生事業で留学し

ている末弘瞭人君を迎えに 8 月 31 日(土)、大蔭会

長夫妻、長谷幹事、松浦会員と台北に行ってきま

した。 

幹事 長谷 裕代 
本日は 3 グループに別れて討論をお願い致しまし

た。以下テーブル毎の報告です。 
◆テーブルリーダー：松浦会員 

テーマ：「奉仕と親睦のバランス」 
・奉仕が前提でその先に親睦があるので一体で取

り組めばよいのでは、ただし特定のグループに

偏るのはどうか？ 
・以前は親睦が中心であったが現在は奉仕活動が

増えてきているように思われるので現在のバラ

ンスでよい。 
・奉仕活動を積極的に行えばおのずと親睦がはか

れる。 
～委員会構成について～ 

各委員会活動を通じて親睦を深めればよいが、

メンバーが少ないと委員長がすべてをやってしま

うので検討が必要である。 
◆テーブルリーダー：岡田会員 
テーマ：「出席規定について」 

・同じ方が、同じような理由で欠席している、理

由を聞くべき。 
・クラブに面白味がないのが原因だろう。 
・紹介会員から本当に何が原因なのかはっきり聞

いていただく。 
・各委員会活動を活発化し、その中で休みがちな

会員を引き込んでいく。いっしょに活動してい

ただければ、楽しさもいっしょに味わえ、クラ

ブに面白さを感じてもらえるのでは。 
・委員会活動に参加してもらうことが一番。積極

的に出ていただくように勧誘する。 
～委員会構成について～ 
・委員長の役目が薄れてきている。委員長と担当

委員長の役目がかぶっているのでそのようなこと

になってしまった。当初はピラミッド型で機能す

ると思っていた。 
・青少年委員会。3.11 委員会は単独にすべき。 
・クラブ奉仕委員長がクラブ運営部門を統括すれ

ばどうか？ 
・CLP 委員会は「クラブフューチャー・・・委員

会」などという名称でクラブ運営部門に入れて

はどうか。 
・増強委員会は重要な委員会なので単独にして

は？ 
・人数が減少しているので委員会を統合し、減ら

す方向がよいが、所属する委員か活性化するよ

うに組織すべきである。 
◆テーブルリーダー：金髙会員 
テーマ：「会員維持」 

・年会費を下げる、ヨーロッパのクラブは固定の

事務所持たない所も多い 
・一人の事務員が複数のクラブを担当している。 

・最近奉仕にウエイトをおきすぎ親睦がおろそか

になっている。 
・行事はなるべくメーキャップにする。 
～委員会構成について～ 
規定が人数の多いときのままなので少ないいま

簡略化し対応すべき。 

 

― 台北訪問報告 ― 



 佐々木 宏 
去る 8 月 29 日太閣園に於いて中之島 RC 主催

による地区大会の解散式を兼ねて、全ガバナー年

度が終了した事に対する慰労会が開催されまし

た。当クラブからは 7 名が出席、又天満橋 RC か

らも数名が出席し計 51 名の想像していた以上の

ささやかな打ち上げでした。 
約三年間、ガナバーノミニー時代からのご苦労

をお聞かせいただき、今更ながらクラブが一丸と

なってガバナーを支えてこられた事を痛感しまし

た。 
もちろん、天満橋 RC 又当クラブのサポートそ

してアド電通のバックアップにも大いに感謝の言

葉をいただきました。 
最後に当クラブ前会長の山本氏より三世代クラ

ブの歴史そしてこれからの絆を力強く語っていた

だきお開きとなりました。 
私もささやかなお礼の意味を込めて弊社のエコ

バックを皆様にお持ち帰りいただきました。 

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
日付：2013 年 8 月 31 日（土） 
場所：シティープラザ大阪 
◆第 2 回青少年交換委員会(13：00～15：00) 
・年間スケジュールの確認 
広島方面研修旅行の日程について、全国委員長

会議と重なる為、5 月 16 日（金）～18 日（日）

に変更 
・来日学生出迎え、派遣学生の見送りについて 
来年度については、なるべく日程を合わせ負担

を少なくする。 
・次年度派遣候補生の応募状況について 
現在 8 名の応募書類が届いておりあと 2 名追加

になりそうである。予算及び委員会メンバー数

等検討しないと、今年度のままではかなり厳し

くなる。 
・2 地区(2660・2680)一泊合同オリエンテーショ

ンについて 
9 月 21 日（土）22 日（日）スケジュール・予

算について、詳細を詰めて行く。 
・鶴見区民祭り（9 月 8 日（日））参加について 
本年度は例年通り参加し、次年度については再

考する。 
・次回委員会 

9 月 21 日（日） 

｢南 HARMONY HOME への太陽熱温水

器寄贈式に参加して｣ 
ICS 担当委員長 松浦貞男 

 昨年に続いて 2 年目となる台南 HARMONY 
HOME(エイズ感染患者への治療・援助施設)への

国際ロータリー3 クラブ(台北百齢 RC、大阪大手

前 RC、香港トロハーバーRC)合同による太陽熱温

水器寄贈式典に参加してきました。 

― ICS 報告 ― 

台北百齢 RC
より TOTO 会

長、よしこ幹事

をはじめ 7 名

の会員、大手前

RC より大蔭会

長夫妻、長谷幹

事をはじめ 5 名の会員が出席。現地の屏東市の屏

鳳 RC の 3 名の会員も同席。同 HOME を運営し

て患者を支援されている台湾關愛之家協会より羅

俊華さんをはじめ多くのスタッフが出席されまし

た。太陽熱温水器が設置されたことで日常的に気

軽に温水シャワーを利用出来る様になった事が報

告され、また病室やリラックスルームの見学を通

して出席者一同、今回の奉仕活動の意義、効果を

実感しました。寄贈式の最後に運営するボランテ

ィア協会より 3 つの RC に対して感謝状が贈られ

ました。 
台北から左螢までの新幹線、更にバスでの現地

と、往復だけで 5 時間の事業でしたが、有意義な

奉仕と交流でした。 
夜には、台北市内にいつもの通り本当に多くの

会員と家族が集まって ICS 事業の成功と、百齢・

大手前の両クラブの友好発展を願って夕食会を開

いて頂きました。 
                  謝 謝 

 ― 2012-13年高島ｶ゙ ﾊ゙ ﾅー 年度打ち上げ会報告 ― 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 



末弘 瞭人 
こんばんは。今週のご報告をさせていただきま

す！最後の一週間はとても長く感じました。例会

で発表する 20 分間の北京語での原稿、そしてロ

ータリークラブのお世話になった方々に対して感

謝の気持ちを込めた北京語での手紙を 20 枚くら

い作りました！とても大変でした(^^;; 

西谷雅之米山奨学委員長 
(大阪城南) 

梅崎道夫奨学金・学友平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ担当ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ  ー
(大阪城南) 

西本健二青少年活動委員長 
(大阪城南) 

久保義誓ローターアクト委員長 
(茨木) 

松井隆雄インターアクト委員長 
(大阪天王寺) 

辻村和弘青少年交換委員長 
(大阪大手前) 

欠席者： 
田邉司郎職業研修ﾁｰﾑ担当ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

(大阪城南) 
１．各青少年委員会の今後の連携について 
・正副委員長会議を合同で行い、各委員会につい

て理解を深めてもらう。 
・ガバナー又はエレクトが各事業に出席し、関係

者にもっとアピールする。 
・ローターアクト、インターアクトを提唱してい

ないクラブへ、どのようにインフォメーション

していくか。 
・各委員会事業をすべてのクラブに連絡する。 
・インターアクトの無いクラブからも、地区委員

を出してもらう。 
・海外研修等、インター・ローター合同で開催す

れば、予算も削減出来るし、連携も取り易い。 
・インターの学生に青少年交換事業に出席しても

らい連携を取る。 
２．来春開催予定の青少年ワークショップについて 
・インター・ローターは、土曜日開催の場合出席

しにくいので、日曜日の事業開催についても検

討する。 
・インター・ローターの作り方などを、提唱クラ

ブよりレクチャーしてもらう。 
３．その他 
・委員会費の使途をもっと明確にすべきである。 

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
日時：平成 25 年 8 月 26 日（水）18:00～19:30 
場所：ガバナー事務所 
出席者： 
岡部泰艦青少年担当パストガバナー 

(大阪城南) 
岩津陽介青少年担当研修委員 

(大阪御堂筋本町) 

◆来日学生オリエンテーション(15:00～16:00) 
本年度は 5 名の学生が来日し、これから 1 年間

ホームステイをすることにより、語学だけでは

無く日本について色々な事を学び、帰国後は親

善大使として両国の平和の架け橋と成ってもら

うようにする為、これからの生活についてのオ

リエンテーションを行いました。 
◆帰国派遣学生報告会(16:10～17：20) 
 昨年度、派遣生として海外へ 1 年間留学してい  

た 6 名の学生達が大きく成長して帰国しまし

た。一昨年 1 年間のオリエンテーションを行っ

た時には、人前で殆ど話が出来なかった子供達

が、パソコンで資料を作成し堂々と皆の前で話

している姿は、このプログラムの最大の成果で

あり、本当にやって良かったと実感出来る瞬間

でした。(ちょっと泣きました) 
当クラブの短期交換留学生、新屋麗華さんにも

スピーチしてもらいました。 
◆歓送会(17:30～20:00) 
 本年度は出席者が非常に多く、地区からは福家

ガバナー・泉ガバナーエレクト・岡部担当パス

トガバナー・山田代表幹事・岩津担当研修委員

が出席され、学校関係者、ホストファミリー、

クラブ担当者、ローテックス等、総勢 76 名の

参加があり、盛大な会と成りました。 
これから 1 年間出席された皆様のご期待に添える

よう、委員長として頑張らなければいけないと再

認識致しました。 

 

― 台北百齢短期交換留学生報告 ― 
― 地区第1回青少年合同委員長会議報告 ― 



なんとか先生の協力を得て、 自分があらかじめ

日本語で書いた原稿と手紙を英語で説明して先生

が北京語で書いてくださりました！英語の勉強に

もなったので、よかったです。 
例会では、ロータ

リークラブの皆様

にとてもリッチな

食事をいただいた

り、たくさんのプレ

ゼントをもらいま

した！とても申し

体育館に設置し、実際に見せていただいた。100
年以上続いた後廃校になった小学校を改修して使

用している施設だ。ボランティアの方はほとんど

大学生で、皆挨拶をしっかりし、礼儀正しく気持

ちの良い青年ばかりだった。一年を通してここで

活動されている。彼らの作ってくれた夕食を一緒

にさせていただき、同じテーブルで楽しいひと時

を過ごさせていただいた。 
その後天満橋 RC が 45 年継続している｢青年功

労賞授与式｣にもオブザーバーで同席させていた

だいた。すばらしい若者に対し、その功労を称え

る式典だ。厳かな中にも、学生たちの歌があり、

すばらしい事業に参加させていただいた。長年続

けておられる親クラブである天満橋 RC を見習う

べきだと思った。 
色々な対外的な事業に対し、私たちのクラブも

もう少し奉仕先の方々の顔の見える事業をすべき

だと感じた。天満橋 RC 様、参加させていただき、

ありがとうございました。 

訳ない気持ちでいっぱいです。 
スピーチでは、当日の朝よしこさんと ME さん

で、練習したときに いけるのかな？ と少し失敗

していましたが、本番では、なんとかちゃんと言

えたので、よかったです！長かった一ヶ月も終わ

り少しばかりホッとしています(笑)。 
私はたいへん貴重な経験をさせていただきまし

た。いままで、部活ばかりしかしてきていない私

にとって、まったく知らなかった世界を知ること

ができ、そして、いろんな人と出会い、こうゆう

人生もあるんだなとすごく考えさせられました。 
私は語学がまだまだで、他国の人としゃべる時、

正直半分しか理解できませんでした。もっと話し

たい、もっと話せるようになりたい、そうゆうこ

とが今私の心の中にはあります。そのために、こ

の一年一生懸命がんばって、語学力をアップさせ

て、また来年台湾へ行こうと思っています！本当

に楽しかったです！ 
ホームステイで一番お世話になった ME さん夫

妻、TOTO 会長並びに台北ロータリークラブの皆

さんには言葉ではいい表せないくらいの感謝の気

持ちでいっぱいです！そして、この留学を教えて

くれた私の伯父である大陰会長そして、大手前ロ

ータリークラブの方々本当に感謝しています！あ

りがとうございました！ 

社会奉仕委員長 岡本 雄介 
9 月 1 日(日)16 時半から吉野宮滝野外学校にお

いて三世代合同社会奉仕事業として、一般財団法

人大阪府青少年活動財団へ｢ムーンライトテント

8 張り｣の贈呈式が開催され、出席した。今年度は

天満橋 RC がホストということで会長、幹事、社

会奉仕委員長以下 9 名に私を加え 10 名で参加し

た。 

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。 

― お祝いと表彰 ― 

― 出席表彰おめでとう ― 

正 式 な 贈

呈式は三世

代合同例会

にて行われ

るが、今回は

贈呈したテ

ントを3張り

 

 

 

 

     〈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 

― 三世代クラブ合同社会奉仕事業報告 ― 

・5 ヶ年皆出席表彰 

長谷 裕代 

・ホームクラブ 6 ヶ月皆出席表彰 

山本 博史 


