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先週の例会報告 

･ソング  ♪｢それでこそロータリー｣♪ 

･卓話 

｢80 年、50 年、29 年｣ 

曽我部 律夫会員 

･10 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ スタンレーマイヤーズ「カヴァティナ」 

先週(8/30)は、『第一回クラブフォーラム』でし

た。皆様方の貴重なご意見やご提案、活発な発表、

クラブの将来のために活かしてゆきたいと思って

います。ご協力ありがとうございました。拡大

CLP 委員会や理事会でさらに検討を加え具体的

に進めて行きたいと思っております。また本日は、

社会奉仕委員会フォーラムです。宜しくお願い致

します。 
例会の翌朝は 5 名で(8 月 31 日から 9 月 2 日ま

で)、台北百齢 RC へお伺いいたしました。目的は

二つありました。一つは、短期交換留学生のお世

話になったお礼と、お出迎えです。そしてもう一

つは、台南の屏東にある HIV 施設での ICS 事業

です。 
短期交換留学生の末弘瞭人くんのフェアーウェ

ルパーティーでは、百齢 RC の例会日を変更して

いただき、31 日の夕刻から、メンバー御家族含め

て約 100 名の参加で行われ、末弘君も北京語で 20
分のスピーチを体験致しました。本日は、メモな

しで皆様に、留学の御礼と成果を発表する予定に

なっております。 
翌 9 月 1 日は新幹線で台南へ、そこからバスで 

HIV の施設を訪問し、国際共同事業 ICS の贈呈式

をし、感謝状も頂きました。これからも FVP とし

ても取り組むことのできる重要な継承事業だと思

います。 
さらに TOTO 会長や PP の皆様から一つの御提

案いただきました。来春は、桜の頃、多くのメン

バーで大阪に行きたいので、『30 周年記念樹・さ

くら』の咲く時、31 周年の記念例会をしていただ

けたらと言うことです。私も｢理事会に提案して、

前向きに検討させていただきます。｣とお伝えさせ

ていただきました。 
具体的には、記念例会の日を 3 月 14 日から 4

月 4 日へ変更案を、理事会提案させていただきま

すので、皆様宜しくお願い致します。 
(日本の建築・本日はお休み) 

･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｣ 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 

･ピアノ ハロルド・アーレン「虹の彼方に」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 9 月 13 日 第 1463 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 20 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 



金髙・・・訪台の皆様ご苦労様でした。 
木村・・・何もありませんが。 
前田・・・ようやく秋の訪れが感じられる今日こ

の頃にニコニコ。 
中林・・・明日から青森に行ってゴルフです。最

高気温 25℃とか。肥えた身には有難い

です。 
中野・・・来週欠席のお詫び。 
岡田・・・本日早退のお詫び。 
岡本・・・本日社会奉仕委員会フォーラム、よろ

しくお願いいたします。 
大蔭・・・岡本委員長、吉野までごくろう様でし

た。台北百齢ロータリーTOTO 会長と

P.P.の皆様が桜の項、来阪致しますの

で宜しくとのことでした。 
大本・・・末弘さん、ごくろう様でした！ 
佐々木・・職業奉仕見学会、17 名となりました。

出席者には前もってまた FAX をさせ

ていただきます。 
辻村・・・三木さん、河野さん、岡本さん、年次

報告書の作成、ご協力ありがとうござ

いました。 
山本(博)・本日の臨時総会宜しくお願いします。 

2012～13 年度幹事 辻村 和弘 
日 時：2012 年 9 月 7 日(金) 例会中 
出席者：23 名(会員総数 36 名) 
議 題：2012～2013 年度年次報告 
前年度の年次報告書を配布し、内容について会

員の皆様にご承認頂きました。会計部分の収支に

ついて、約 100 万円のマイナスが出た件について、

この何年かほぼ同額くらいのマイナスが続いてお

り、このままでは後数年で預金が無くなってしま

うので、増強も含めて対策を検討すべきである。 
監査の田中健会員が海外に行かれている為、も

う一人の監査である三木会員のみの承認となって

おりますが、田中会員には帰国後に監査して頂き

ます。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 1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  1名   会 員 出 席  25名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7 名 
<9 月 6 日の出席率 79.41％> 

Make up を含む 8/9 の出席率 81.82％ 

１．例会終了後、2012‐2013 年度臨時総会を開

催致しますので、ご参加宜しくお願い致しま

す。 

・職業奉仕委員会 

委員長 佐々木 宏 

今度の企業見学会八尾の徳州会病院の訪問ですが

16 名となりました。事前に参加者には地図と案内

状を FAX しますのでご覧いただきますようお願

いします。 
・社会奉仕委員会 

委員長 岡本 雄介 

・10 月 8～9 日東北視察事業に現在 8 名参加予定

です。まだ期間がありますのでみなさま是非ご参

加ください。 
・去る 9 月 1 日(日)三世代クラブ社会奉仕事業で

吉野宮滝野外学校へ行ってまいりました。三世代

事業で贈呈するテントを実際に張って見せていた

だきました。また今回贈呈させていただく財団で

ボランティアとして働く学生たちと交流させてい

ただきました。皆さん、気持ちの良い若者でした。

当日同時に天満橋 RC さんの青年功労賞の授与式

にオブザーバー参加しました。45 年続く事業だそ

うで、すばらしい事業でした。天満橋 RC の皆さ

んも日曜日の夕方ですが、大勢参加されてました。

我がクラブも、もう少し会員が参加できるような

事業をやらなければならないと思いました。 

・里山同好会 

辻村 和弘 

9 月 15 日(日)里山同好会を開催致します。特別ゲ

ストとして、数年前の交換留学生イイダさんと友人

が参加します。多数のご参加を宜しくお願い致しま

す。 

 

＜合計 ￥36,000 -  累計 ￥450,000 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

9 月 20 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 ― 

― 臨時総会報告 ― 

― 同好会報告 ― 

9 月 13 日のメニュー 
ポテトのクリームポタージュ 

      バルマンティエ風 

豚フィレ肉のピカタに 

栗のクレープを添えてソースマデール 

季節のサラダ 

ピオーネのフランベ 

さわやかなヨーグルトのソルベと共に 

コーヒー 



― 先週のクラブフォーラム ― 

この事業は毎年 9 月 10 日に最も近い日曜日に

全国のローターアクトが奉仕活動を行い、市民へ

のアピール及びローターアクトの意識向上を図る

という趣旨で行われます。 
今回のテーマは”一”から学ぶ護身術という内容

で第 2660地区のローターアクトの皆様が集まり、

防犯意識を学ぶというものでした。 
当クラブからは大陰会長夫人(大陰 環様)・小林

委員・竹森で参加致しました。地区ローターアク

ト代表の挨拶から始まり、ガバナーエレクトの泉

様・ローターアクト委員長の久保様から挨拶を頂

きました。 
護身術を教えて頂いたのは、大阪東 RC 新世代

奉仕委員長 新井様の東洋テック㈱のグループ会

社 TEC アカデミーの方々です。突然襲われた時

や、介助が必要な方への接し方を、グループ別に

教わり、とても良い経験が出来ました。 
ご参加いただきました、皆様誠に有難うござい

ました。 

◆山本依津子会員テーブル報告 
・大手前整肢学園はマンネリになっているので、

このあたりで引けばどうでしょうか。 
・以前、子供達を連れて、野球観戦をした。其の

ときの感激が子供共々、非常に心に残っている。

そのような、記憶に残る、心に響く行事を又活

動していけば良いと思う。当時、新聞にも掲載

された。 
・会員が持っている、書物を持ち寄って、手分け

して販売し、収益を寄付する。 
・それぞれが地道に奉仕することによって、結果

となり、また成果に繋がる。 
・原点にもどって、会員の意識を高める。 
 それは、まずはそれぞれの委員会に積極的に参

加すること。それによって、委員会の意味と役

割が明確になる。 
以上、活発なご意見をいただきありがとうござい

ました。今後、社会奉仕委員会でしっかりと検討

し、具体的に事業化していきたいと思います。 

新世代奉仕委員長 竹森 敏麿 

｢今後の社会奉仕事業について｣ 
社会奉仕委員長 岡本 雄介 

本日は｢今後の社会奉仕事業について｣というこ

とでテーブル毎に討論していただきました。以下

テーブル毎の報告です。 
◆竹森会員テーブル報告 
①みんなが参加して汗を流すような事業について 
・汗を流す事業はするべき。 
・形の残る様な事業を行ってみる。 
②地区の補助金をもらってやる事業について 
・既に行っている継続事業で補助金をもらうと事 
 業の移行がスムーズ 
・予算の半分をクラブが負担するのでクラブの規 
模に応じた背丈にあった事業を行う。  

・地区より予算をもらう以上、消化しないといけ 
ないからと言って｢やっつけ｣で事業を行うのは

NG。 
・補助金申請時期が 3 月の為、新年度の事業を行

う場合間に合わないので次年度の会長をはじめ

とするメンバーで先行して事業検討を行う。 
・委員会メンバーは事業に継続的に係わる観点か

ら、多年度に渡って携わるのが良いと考える 
③継続事業か新規事業か？ 
・3～4 年のサイクルで奉仕先を検討する。 
・事業の規模にもよりますが、継続で何年も続け 
 るとなると、メンバーの維持(増強の課題)や委

員会の縮小(内容を濃くするため)も考える必要

がある。 
・数年に渡り、事業を行っている先の方々はとて

も喜んでおられるので、継続事業は行うべきと

考える。 
④今後どのような事業をやってみたい 
・具体的ではありませんが、お金のかかる事業も

汗をかく事業、どちらとも必要である。 
◆河野会員テーブル報告 
① 汗を流すような事業には大賛成。 
汗を流し、皆で楽しむことが出来る事業がいい

と思う。 
② 次年度の委員メンバーを決定する時期を早く

し、当年度と次年度の委員が一緒に考えること

のできるシステムを作る。 
③ 事業の内容によって継続と単年度とそれぞれ

に向いている事業が違うので、どちらがいいか

というより事業の内容が大切である。 
④ 人が喜ぶお金の使い方をする事業、ロータリー

の魅力を引き出すような事業をするべき。その

結果、会員増強にもつながるのではないか。 

2013 年 9 月 8 日 
14 時 00 分～16 時

30 分に大阪市立旭

区民センターで地

区青少年奉仕事業

｢全国統一アクトの

日｣が開催されまし

た。 

 

― 全国統一アクトの日報告 ― 



末弘 瞭人 
こんにちは！ただいま、台

湾から帰ってきました。交換

留学生の末弘瞭人です。私は

この一ヶ月の留学で、いろい

ろな方に出会い、台湾の文化

に触れることができ、たいへ

ん貴重な経験になりました。

今から、私がこの留学を通し

て感じたことを三つお話ししたいと思います。 
一つ目は僕の出会った多くの台湾の若者達がた

いへん英語が上手なことに驚きました。英語で会

話する時、正直彼らについていくことができず、

圧倒され、とても悔しい思いをしました。なので、

これからもっと英語を勉強したいと思います！ 
二つ目は台湾と日本の歴史を深く知りたいと思

うようになりました。そのきっかけというのは、

Hiro さんからの司馬遼太郎の台湾紀行の話を聞

いたり、Hiro さんの日本での学生時代の話を聞い

たりしたからです。なので、まずこの台湾紀行を

読んで、Hiro さんの話についていけるようになり

たいです。 
三つ目は、台湾の人の親日感情を肌で感じるこ

とができたことです。それは、日本人とわかった

瞬間にとても興味を示してくれたり、親切に接し

てくれたりとそういうことが何度もありました。

なので、私達若い世代がこの日台関係を引き継い

でいかなければならないという責任感が私にも芽

生えたので、本当によかったです。 
30 日間の留学を終え、私自身人として成長した

ように思います。それも大手前そして、台北ロー

タリークラブの皆様のおかげだと本当に感謝して

おります！最後に、台湾の例会で発表した一部を

話したいと思います。 
(日本語訳) 
みなさん！こんにちは！私の名前は末弘瞭人で

す。日本から来ました。今年は 21 歳で誕生日は 5
月 21 日です。この台湾での一ヶ月で、私はロー

タリークラブの皆様から素晴らしい歓迎を受けま

した！本当にありがとうございました！ 

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
9 月 8 日(日)鶴見区民祭りに来日学生を連れて

参加して来ました。この事業は鶴見ロータリーク

ラブが、毎年行っている事業で来日生は毎年参加

しています。 
今年度は予定が合わず、5 名の来日生の内、カ

ナダからのエリザベスとアメリカからのコウの 2

地区職業奉仕委員長 岡本 雄介 
9 月 7 日(土)14～17 時 OMM ビル会議室に於い

て開催された。今年度委員長として主催する側で

あったので、準備にも少々時間を取られた。 
委員会目標は職業奉仕の実践を掲げているの

人だけの参加と成りまし

た。ブースでホットケー

キを焼きジュースと一緒

に販売するのですが、2
人共楽しそうにしていま

した。 

― 直近の行事予定 ― 

・9月 17 日(火)  14：00～16：30 MU 事業 

職場見学(職業奉仕委員会担当) 
   (八尾徳洲会総合病院) 

・9 月 20 日(金)  13：40～ 

10 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣)  

・10 月 8～9 日(火～水)   

東日本大震災被災地訪問 

   (相馬等) 

・10 月 17 日(木)  12：30～14：00 

三世代クラブ合同例会 

   (インターコンチネンタル大阪) 

・10 月 25 日(金)  13：40～ 

11 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・11 月 2～3 日(土～日) MU 事業 

秋の親睦家族会 

   (舞鶴方面) 

で、全クラブに卓話用の CD を作成し配布すると

ともに、職場体験学習、出前授業を具体的に実施

できるような資料を作成し、同じく配布した。 
会議前半の基調講演を第 2680 地区パストガバ

ナーの安平様にお願いした。職業倫理をベースに

わかりやすくお話いただき、勉強になった。地区

の職業奉仕委員会に出向し、如何に日頃ロータリ

ーの基本となる精神について不勉強であったか痛

感させられる。 
我がクラブからは金髙副会長が代理出席してい

ただいたが、私の委員長ぶりをヒヤヒヤしながら

見ておられたのではないだろうか。しかしクラブ

のメンバーが一人でも出席いただいているだけで

心強く感じた。金髙さん、お忙しいところありが

とうございました。 

 

 

 

 

     〈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 

― 台北百齢短期交換留学生報告 ― 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 

― 第1回地区職業奉仕委員長会議報告 ― 


