
会長 大蔭 政勝   幹事 長谷 裕代   会報担当委員長 竹森 敏麿 

OSAKA-OTEMAE 
第 2660 地区大阪大手前ロータリークラブ 

Rotary Club Weekly Bulletin 
創立 1983 年（昭和 58 年）3 月 18 日

日 
例会 毎週金曜日 12 時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 

事務局 〒530-0042   大阪市北区天満橋 1-8-50  帝国ホテル大阪 806 号室 
TEL:06-6357-8917                        FAX:06-6357-8907 

E-mail : info@otemae-rotary.com        URL http://www.otemae-rotary.com 

明けましておめでとうございます。本年も宜し

くお願い申し上げます。早いもので長谷さんと共

に、会長・幹事に就任し、ちょうど半年が過ぎま

した。年度当初に発表しました活動方針『KEEP 
THE SPIRITS, CREATE THE ROTARYLIFE!』
もまだ半期なので皆様方には充分に浸透してきて

いるかどうかは心配ですが、各委員会、そして各

委員長方の熱心な事業に対する(PAETICIPATE‼)
『参加し敢行する』ことには充分に満足できる成

果であったと確信しています。 
安岡正篤先生の干支学によりますと、昨年は癸

巳(キシ、みずのと・み)で『基準・法則に則り、

筋道を立て、抵抗があっても進取創造的に物事を

推進する年』でありました。 
新年の平成 26 年は、甲午(コウゴ、きのえ・う

ま)『改革により大躍進する年』すなわち『本年は

内外多事多難であっても、過去の負の遺産を精算

し、創造的かつ着実に改革を重ね、大事には信念、

責任を持って対処すれば大きく躍進する年であり

ます。』各委員会事業も皆様方全員のご協力の下、

一つ一つ着実に大成功に進んでおりますが、今年

は前期半年間で培ってきた各委員会のチームワー

クと実績を活かし、クラブ方針の下に『改革し』、

堅実に力強く『躍進する年』にしたいと思います。 
先ずは、☆昨年にしてきたことと☆今年からせ

ねばならないことの確認を、皆様と御一緒にして

みたいと思います。まず、７月の天神祭には、国

際交流船に地区短期留学生を招待し、なにわの夏

の風物詩を楽しむことができました。8 月には、

ガバナー公式訪問を受け、当日は大手前整肢学園

夏祭りにも参加しました。台北百齢 RC への短期

交換留学生としては、末弘瞭人君を送ることがで

き、台南の HIV 施設への ICS(旧 WCS)事業もで

社会奉仕事業の発表会も行いました。 
また、3.11 震災支援特別委員会と社会奉仕委員

会の共同事業として、相馬 RC 等を訪ね、福島県

産のコシヒカリ購入のお話も進め、試食会もし 12
月には共同購入案の具体化をしてまいりました。

11 月末には初の地区 FVP 事業として、大阪市立

視覚特別支援学校へ拡大読書器 2 台を贈呈しまし

た。また翌日は、伊勢神宮への親睦家族旅行が行

われ、内宮・外宮共に夢の特別参拝ができました。

そして先月は新世代奉仕委員会事業での、市立尼

崎学園の子供達との『チキンラーメン作り』をし、

園児達の笑顔に触れることができました。また、

年末には、楽しいクリスマス家族会が行われ、私

もダンスに挑戦したり、全員での『花は咲く』合

唱をしたり致しました。その他、親睦ゴルフ会、2
回の夜例会、会員研修会、睦和会、大輪ゴルフ大

会･･･全てに参加・実践してくることができまし

た。 
ここまで来られたのも、皆様方全員のご協力の

お蔭だと感謝しております。ここで半期の実践確

認をしてみましょう･･･。本年もご指導ご協力を宜

しくお願いいたします。皆様と共に『大躍進する

年』にしたいと思います。 

きました。また『拡大 CLP
委員会』を 2 回開催し、その

結果をクラブフォーラムに

諮りました。今後の我がロー

タリーのあり方を考え、委員

会構成表の合理化等を致し

ました。9 月には職業奉仕委

員会事業で八尾徳洲会病院

を視察し、10 月には 3 世代

クラブ合同例会もあり、合同

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 1 月 10 日 第 1478 回例会 
新年あけましておめでとうございます 

ロータリー理解推進月間 

 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 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 
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福井・・・メリークリスマス！ 
長谷・・・今日は楽しいクリスマス家族会。岡

田委員長、準備ありがとうございま

した。“ワクワク”しています。 

前回の例会報告 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  35名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   7名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  7 名 
<12 月 20 日の出席率 69.70％>  

Make up を含む 11/29 の出席率 86.67％ 

１．本日、クラブ協議会の資料をポスティングし

ています、1 月 10 日が提出期限です。よろし

くお願いいたします。 
２．次回新年は 1 月 10 日からです。 
３．IM の出欠がまだの方は提出お願い致します。 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢中小企業への経済対策【ものづくり補助金】活

用のススメ～生産技術振興協会の取り組み～｣ 

一般社団法人生産技術振興協会 

事務局長 巽 昭夫氏 

(北村 光司会員紹介) 

･2 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ バッハ「G線上のアリア」 

･ソング  ♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪ 

･お祝いと表彰 

･卓話 

｢改革により、大躍進する年｣ 

会長 大蔭 政勝 

･ピアノ ランゲ「幸福」 

メリークリスマス！皆さん今晩は！本日は待ち

に待ったクリスマス家族会です。思い出に残る家

族会にしたいと思いますので宜しくお願い致しま

す。 
また早いもので、本日は本年の最終例会になり

ます。7 月 5 日に第一回の例会を開催して、もう

半年になりました。振り返ってみれば、各委員長

さんはじめ、皆様のお蔭で、それぞれの事業が確

実に（PARTICIPATE）敢行されてきております。

(中略) 
私も、伊勢神宮への親睦家族旅行はじめ、相馬

への視察事業、福島産おにぎり試食の夜例会、会

員研修会、睦和会、大輪ゴルフ大会･･･全てに参

加・実践してくることができました。各委員会と

もに、活発に活動していただいたお蔭で、当クラ

ブも活気あふれたクラブになったと思っておりま

す。 
ここまで来られたのも、事務局のバックアップ

の下、幹事の長谷さんはじめ皆様方全員のご協力

のお蔭だと感謝しております。本当に有難うござ

いました。来年一月からもご指導ご協力を宜しく

お願いいたします。 

犬伏・・・平成 25 年も終りですね。 
金髙・・・一年間お世話になりました。 
北村・・・親睦委員会のみなさま、メリークリ

スマス！お世話になります。 
河野・・・Merry Christmas！ 
前田・・・メリークリスマス！ 
松浦・・・メリークリスマス！ 
三木・・・メリークリスマス！ 
中林・・・メリークリスマスです！ 
中村(不)・祝クリスマス会！よろしくお願い致し

ます。 
岡田・・・メリークリスマス！ 
岡本・・・メリークリスマス！岡田委員長、準備

ごくろうさまでした。 
大蔭・・・メリークリスマス！長谷幹事はじめ皆

様、半年間本当にありがとうございま

した。１月からもまた宜しくお願い致

します。 
大本・・・メリークリスマス！ 
佐々木・・メリークリスマス！wife のかわりに竜

君を連れてきました。 
瀬尾・・・メリークリスマス！欠席おわび。 
辻村・・・メリークリスマス！ 
山本(依)・御家族の皆様、今日はよくおこし下さ

いました。楽しんで下さい。 

 ◎本日のプログラム ◎次週(1 月 17 日)のお知らせ 

＜合計 ￥75,000 -  累計 ￥1,140,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 会長挨拶 ― 



― クリスマス家族会報告 ― 

親睦活動委員長 岡田 耕平 
12 月 20 日(金)、会員 23 名、ご家族 15 名、入

会予定者 1 名、米山奨学生の陳さん、事務局の黒

田さん、総勢 41 名の方々にご参加いただきクリ

スマス家族会を開催しました。犬伏会員の乾杯に

続き、帝国ホテル自慢の料理をいただきながら暫

し歓談。 

地区危機管理委員 辻村 和弘 
日 時：2013 年 12 月 18 日(水)17：00～18：00 
場 所：ガバナー事務所 
出席者：岡部パストガバナー、泉ガバナーエレク

ト、岩津地区研修委員、近藤 RIJYEC 委

員、他委員 6 名 
今回は、外部委員の菅沼清高氏(元警察庁長官官房

長)より、今までの経験の中から危機管理について

の講話を頂き、大変勉強に成りました。 
その後の忘年会でも、メンバーの方々から貴重な

ご意見を多数頂き、改めて危機管理の大切さにに

ついて考えさせられました。 

地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
日時：2013 年 12 月 21 日(土)14：30~ 
場所：阪急エキスポパークホテル 

― 第 3回地区危機管理委員会報告 ― 

― 茨木西RC20周年記念式典・例会報告 ― 

― 臨時理事会議事録 ― 

最初のアトラクシ

ョンである社交ダン

スでは、大蔭会長ご

夫妻、金髙次年度会

長ご夫妻、河野会員

ご夫妻、大本会員ご

多数参加され、韓国とタイの姉妹クラブからも多

くの参加者が有り、内容的にも大変素晴らしい会

でした。 

夫妻、中村(不)会員＆長谷幹事ペア、中林会員＆

朝槻会員ペアの 6 組に檀上にあがってもらい、自

慢のステップ!?を披露いただきました。この結果、

中村(不)会員＆長谷幹事ペアが見事、最優秀賞を

ゲットされました。 

今回は、地区青少年交

換委員長として記念式典

及び例会に参加させて頂

きました。福家ガバナー

はじめパストガバナーも

続いてのオークション

では 30,000 円程度の売上

予想に反して、なんと

72,000 円もの収入、これ

も辻村会員の凄味、いやい

や絶妙なトークの賜物、

年々、減少傾向にある当委

員会の予算が大いに潤い

ました。 
プレゼントタイムでは自前の衣装を身に纏った

朝槻サンタと北村サンタがプレゼンターとなり、

参加いただいた全ての方々にプレゼントを手渡し

ました。北村さん、当委員会のメンバーでもない

のにご活躍いただ

き有難うございま

した！ 
ソングレッスン

では大蔭環先生に

よって｢花は咲く｣

を 1 フレーズ毎に

区切ってご指導い

ただき、私が言うのも何ですが、以前よりはかな

り上手く歌えるようになったと感じました。金髙

次年度会長による心温まる閉会の挨拶の後、｢手に

手つないで｣を大合唱し閉宴となりました。 
不行き届きな点があったかと思いますが、参加

いただいた皆様のお蔭で楽しいひと時になりまし

た。有難うございました。最後に当委員会のメン

バーではない岡本会員には何かとお手伝いいただ

き、心から感謝いたします。 

 

1 月 17 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

日 時：2013 年 12 月 20 日(金) 

審議議案： 

1．平成 25 年 12 月 31 日付で山本博史会員が退会

する旨、承認。 
2．平成 25 年 12 月 20 日より当分の間、病気療養

のため曽我部会員の出席規定適用免除申請の

承認。 



るまで、心に傷を負った方々がまだまだたくさん

おられます。その方たちと対話をし、心のケアー

をすることが第一だとおっしゃっています。遊具

で遊んでいる子供たちに声をかけたり、話をする

ことが大切だと…その為にもそのような場の整備

が必要です。 
 今回の打合せに基づき具体的な要望事項、費用

等至急まとめていただくよう依頼しました。以上、

ご報告いたします。 

― お祝いと表彰 ― 

― お誕生日おめでとう ― 

― 結婚記念日おめでとう ― 

― 事業所創立記念日おめでとう ― 

・1月 17 日(金)  13：40～ 

2 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・1月 24 日(金)  13：40～ 

クラブ協議会(上半期報告・下半期計画) 
   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・2月 7 日(金)   

ノミニー理事会 

   (場所未定) 

・2月 21 日(金)  14：00～ 

地区大会第 1 日目 

   (大阪国際会議場 5 階メインホール) 

・2月 22 日(土)  13：00～17：30 

地区大会第 2 日目 

   (大阪国際会議場 5 階メインホール) 

・3月 15 日(土)  13：00～17：00 

IM 

   (ホテル阪急インターナショナル) 

・3月 28 日(金)  13：40～ 

4 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢松の間｣) 

― 直近の行事予定 ― 

1 月 10 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

社会奉仕委員長 岡本 雄介 
昨年 10 月大阪大手前ロータリークラブメンバ

ーで相馬、石巻を訪問した際、中野さんのご紹介

で石巻を拠点にボランティア活動をやっておられ

る｢Be One 東北支援代表｣チャド氏にお会いしま

した。その際、地域に根付いた支援活動を展開し

ておられる姿を目の当たりにし、何か支援できる

ことがあればと思い、今回中野さんのお取り計ら

いで大阪にてお会いし、お話をお聞きすることが

できました。昨秋の理事会で具体的にどのような

支援を望んでおられ、できるのかをヒアリングし、

再度理事会に報告することを受けて今回の打合せ

を設営していただきました。 
 【Be One 東北支援より具体的な要望事項】 
①｢THE ROCK｣(クライミング ウォール)監視員

の人件費 
 手作りのこの施設には小学生、中学生、高校生、

大人に至るまで皆が集まり、利用されています。

子供たちが利用するため、監視員のボランティア

として交代で 4 名の方々が毎日放課後の時間帯か

ら来てくれています。原則アルバイト代は発生し

ていませんが、チャドさんがお礼程度の費用をク

リスマスなどに渡しています。受け取らない方も

おられますが、仕事の時間を割いて手伝ってくれ

ている方がほとんどです。 
②｢THE ROCK｣の整備費用 

｢THE ROCK｣は手作りの為、入り口がシャッタ

ーのみであったり、まだまだ整備しなければなら

ない箇所があります。 
→具体的に整備する項目(費用を含め)を挙げてい

ただく。 
③｢THE ROCK｣利用者に対する保険加入費 
 小学生から大人まで利用していますが、現在保

険等は入っておりません。万一の場合に備え、保

険に加入したいと思います。 
→我がクラブとして支援の否は別として、利用者

名簿の整備など保険加入に向け、進めていく。 
→保険加入に対し、アドバイスできることがあれ

ばチャド氏に連絡する。 
④遊具などの購入費用 
 子供たちの遊具など、補充したいものがあります。 
→項目、費用等まとめていただく 
 Be One 東北支援では｢THE ROCK｣以外に望プ

ロジェクト、地元の夏祭りのお手伝いなどをされ

ています。何より大きなことは子供から大人に至

― Be One 東北支援打ち合わせ報告 ―  

 

 

 

     〈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 

瀬尾 公一（12 日）久保友志郎（13 日） 

上野 勝巳（28 日）金髙 好伸（25 日） 

松浦 貞男（15 日）朝槻真紀子（16 日） 

中村 不二 中村歯科医院      （1989） 

 


