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先週の例会報告 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0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  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席 12 名 
<10 月 17 日の出席率 61.11％> 

Make up を含む 9/27 の出席率 87.50％ 

昨年度は、各クラブに於かれましても一つの節

目である 20 周年・30 周年 45 周年記念式典を成功

裡に終えられました。本年度は新たに次の周年へ

と向け、堅実に力強く第一歩を踏み出す年です。

そこで｢三世代クラブ合同の未来｣をテーマに挨拶

するよう言われ、改めてことの重要性を感じまし

た。今回は、各クラブの代表の方々のご意見をお

聞きし、総合し、無理のない中にも着実に進めて

いけそうなテーマをお話しいたします。 
親クラブ(天満橋 RC・46 周年)・子クラブ(大手

前 RC・31 周年)・孫クラブ(中之島 RC・21 周年)
の三クラブが合同で集まることの意義(より大き

な活動や交流ができる)を踏まえし次のことをご

提案いたします。 
《5 年後に向けて》 
(ア)社会奉仕委員会事業の合同事業を増やす。(3
クラブ 3 事業) 
(イ)社会奉仕委員会活動を一つにまとめる。 
(ウ)職業奉仕委員会事業の合同事業をする。(3 ク

ラブ 1 事業) 
《5 年または 10 年後に向けて》 

①3 クラブ合同で、新しい形の｢新クラブ｣をつく

る。 
《20 年後、30 年後、50 年後に向けて》 
①周年式典の翌年(5 年毎に、合同事業の見直をし、

再計画をする。) 
②三世代クラブ実行委員会で進めていけたらと思

います。 
最後に大阪大手前 RC のお願いですが、先々週、

相馬 RC へ行ってまいりました。風評被害で困っ

ている福島の『コシヒカリ』の支援購入を計画し

ております。皆様のご支援ご協力をよろしくお願

いいたします。本日はご清聴ありがとうございま

した。 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･ロータリー財団員会担当卓話 

｢あと少しです。ポリオ｣ 

国際ロータリー第 2660 地区 

ロータリー財団部門 ポリオ・プラス委員長 

木村 芳樹氏(大阪南 RC) 

･ピアノ 新井満「千の風になって」 

･ソング  ♪｢日も風も星も｣♪ 

･指名委員会（11：00～ ） 

･米山奨学委員会担当卓話 

｢米山奨学について｣ 

多田 秀觀委員長 

･11 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ ランゲ「のばら」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 10 月 25 日 第 1469 回例会 
職業奉仕月間・米山月間 

 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(11 月１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 



朝槻・・・人、日本を幸せにする魔法使いに支援

のあたたかい手があってニコニコ。 
長谷・・・三世代クラブ合同例会を記念して。天

満橋ロータリーの皆さまお世話になり

ありがとうございます。 
金髙・・・三世代クラブ合同例会開催を祝して。 
河野・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 
松葉・・・合同例会の盛会を祝って。 
中林・・・3 クラブ合同例会を祝して。 
中村(不)・祝 3 世代クラブ合同例会。 
西尾・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 
岡田・・・三世代クラブ合同例会を記念して。 
岡本・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 
大蔭・・・三世代クラブ合同例会おめでとうござ

います。 
大本・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 
関・・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 
曽我部・・三世代クラブ合同例会を祝し。 
竹森・・・三世代合同例会おめでとうございます。 
辻村・・・三世代合同例会を祝して。天満橋ロー

タリー様、設営御苦労様です。 
山本(依)・今日は三世代合同例会、皆様宜しくお

願い致します。 
山本(博)・三世代クラブ合同例会を祝して。 

１．次週例会終了後、11 月度定例理事会を開催い

たします。 

― 三世代クラブ合同例会報告 ― 

幹事 長谷 裕代 
今年は大阪天満橋 RC が

幹事で、三世代クラブ合同

例会が 2013 年 10 月 17 日

(木)インターコンチネンタ

ル大阪で開催されました。

― 直近の行事予定 ― 

・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 15 日(金)  13：40～ 

12 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

・11 月 30 日(土)   

秋の親睦家族会 

   (伊勢神宮) 

・12 月 8 日(土)  11：00～16：00 MU 事業 

尼崎学園事業 

   (インスタントラーメン発明記念館) 

会長挨拶では三世代合同の過去、現在、未来を各

会長が話されました。 

地区青少年交換委員長  辻村 和弘 
日時：2013 年 10 月 19 日(土)13：00～17：00 
場所：大阪府立住吉高等学校 
大阪府高等学校国際教育研究会主催の｢第 39 回

留学生との集い｣に、来日生 4 名を連れて参加して

来ました。 
大阪府内の留学生達が 30 名位集まり、大学生

がリーダーとなって、ゲームをしたり、グループ

になって各自自己紹介をしたりと、来日生はとて

も楽しそうでした。 
この催しは毎年数回行われているらしく、スピ

ーチコンテストには毎年参加しているのですが、

今回のような集まりへの参加は初めてでした。 

今年度合同社会

奉仕事業報告があ

り、寄贈品目録の贈

呈と感謝状授与が

一般財団法人大阪

府青少年活動財団

代表理事 理事長

鈴木孝三様に贈呈

されました。ガバナー補佐の山田英男様の挨拶の

後｢青少年育成事業について｣と題して鈴木孝三様

から卓話とビデオ放映があり、無事に合同例会は

終了しました。 

次回は 12 月 26
日(木)に近畿地区

の集まりが有り、

1月 19日(日)にス

ピーチコンテス

トが開催される

予定です。 

 

 

 

 

＜合計 ￥58,000 -  累計 ￥733,500 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

11 月 1 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

     〈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 

10 月 25 日のメニュー 

キーマカレー フライドエッグ添え 

季節のサラダ 

コーヒー 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 


