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先週の例会報告 

皆さんこんにちは、大阪の桜も期待どおり満開

になりました。本日は我が大阪大手前ロータリー

クラブ創立 31 周年記念例会です。 
皆様ご存知の様に当クラブは1982年11月8日、

大阪天満橋ロータリークラブをスポンサークラブ

として設立準備委員会の初会合を開き準備を始め

られました。そして翌 1983 年 3 月 18 日、チャー

ターメンバー33 名で創立総会を開催し、この日を

創立記念日とし、本年で 31 年目を迎えました。 
初代会長は浅井敬三氏で、当クラブ設立の理念

として『質実にして簡素を旨とし、楽しく、魅力

あるクラブ作りに努める』を掲げられました。以

後この理念を基として歴代会長が先頭に全会員が

努力を続け、いくつもの改革を重ねられクラブ運

営、奉仕事業に輝かしい歴史を築いてきました。 
今年度は RI 会長ロン D・バートン氏のテーマ

『ENGAGE ROTARY CHANGE ROTARY LIVES』 、
それを受け私が掲げました『KEEP THE SPIRITS 
CREATE THE ROTARYLIFE!』 の下、皆様のご協

力を得まして東北震災支援をはじめ、数々の事業、

そして将来に向けての改革をこなし、本日まで長

谷幹事並びに、各委員長のお蔭で順調に経過して

きました。 
今は亡きチャーターメンバーの方々の意をくみ

良き伝統の継承を心に改革に取り組んでいこうと

思っています。本年度も残り 3 カ月余りですが、

どうぞ最後まで宜しくお願い致します。 
尚この後の懇親会では、台北百齢 RC からも

TOTO 会長ご夫妻はじめ、なんと 23 名ものメン

バーが来られています。本当に嬉しいことです。

皆様と共に心より歓迎いたしましょう。ありがと

うございました。 

･ソング  ♪｢君が代｣｢花は咲く｣♪ 

･お祝いと表彰 

･広報委員会担当卓話(フォーラム) 

｢肩の力を抜いて、ロータリーの思いを！｣ 

 松浦 貞男委員長 

･ピアノ 森山直太郎「さくら(独唱)」 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 

･会員研修委員会担当卓話 

｢2月8日クラブ研修リーダーセミナーのご報

告と当クラブの会員研修について｣ 
北村 光司委員長 

･5 月度定例理事会（13：40～ ) 

･ピアノ マリイ「金婚式」 

― 臨時理事会議事録 ― 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 4 月 11 日 第 1490 回例会 
雑誌月間 

 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(4 月 18 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 

日 時：2014 年 4 月 4 日(金) 
審議議案： 

1．新世代奉仕委員会より 4 月 27 日尼崎学園里山

事業をメーキャップ事業とする旨、承認。 



髙折・・・創立 31 周年を祝して。 
朝槻・・・創立 31 周年記念おめでとうございま

す。 
福井・・・31 周年おめでとう。 
長谷・・・31 周年例会を祝して。台北百齢 RC の

みなさま、ようこそ。楽しんで下さい

ませ。 
犬伏・・・創立 31 周年を祝して。 
金髙・・・31 周年を祝して。百齢 RC の皆様よう

こそいらっしゃいました。 
木村・・・大祝。31 周年。Welcome to Japan！ 
北村・・・台北百齢 RC の皆様、ようこそいらっ

しゃいませ。 
小林・・・百齢の皆様、ようこそお越し下さいま

した。丁度桜が満開です。どうそお楽

しみ下さい。 
河野・・・台北百齢ロータリークラブの皆様、よ

うこそお越し下さいました。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  35名  

 外国ビジター 12名   出席規定適用免除   8名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト 11名    会 員 欠 席  5 名 

<4 月 4 日の出席率 90.32％> 

Make up を含む 3/7 の出席率 96.30％ 

・ICS 委員会 

委員長 松浦 貞男 

本日台北百齢ロータリークラブと大阪大手前ロ

ータリークラブによって ICS事業が実施されまし

た。松柏学園で生活する子供達が学校生活も含め

て、より健やかに成長できる一助になればと、台

北百齢ロータリークラブより集会用テントが寄贈

されました。 
寄贈の式典の後、子供たちを囲んでバーベキュ

ー大会。職員の皆さんと子供たちの手によって朝

早くから準備をして頂きました。スタッフの方の

話によると、子供たちは手作り料理ができる事、

それに皆で参加できる事を大いに楽しんでいたと

か。 
子供たちの笑顔を見ていると、国際ロータリー

の活動がこれからも一層必要である事を強く思い

ました。 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

新世代奉仕委員会として、最後の奉仕事業とな

ります｢尼崎学園向け里山事業｣を 2014 年 4 月 27
日(日)に実施いたします。GW と言う事もありま

すが、メンバー皆様のご参加を心よりお待ち申し

上げております。 

久保・・・祝 31 周年！ 
前田・・・大手前ロータリーの皆さま、大変お世

話になりました。誠に誠にありがとう

ございます。 
松浦・・・31 周年例会を祝して。台北百齢ロータ

リークラブより変わらぬ友情を頂い

て。感謝！ 
三木・・・パイリン RC の皆様を歓迎して。ゴル

フ優勝自祝。 
中林・・・先日久しぶりにうれし泣きする事があ

りました。 
中村(不)・創立 31 周年を祝して。 
岡本・・・台北百齢 RC の皆様、ようこそいらっし

ゃいました。桜を楽しんでください。 
大蔭・・・祝 31 周年記念例会。台北百齢 RC あり

がとうございます。 
大本・・・祝 31 周年。百齢 RC の皆様、ようこそ！ 
佐々木・・創立 31 周年を祝して。 
瀬尾・・・31 周年おめでとうございます。 
竹森・・・台北百齢 RC の皆様ようこそいらっし

ゃいました。 
田中(健)・お久しぶりです。31 周年おめでとう。 
辻村・・・創立 31 周年を祝して。 
山本(依)・台北の皆様、日本の桜を満喫して下さ

いませ。 

4 月 11 日のメニュー 

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

 

 

＜合計 ￥99,000 -  累計 ￥1,620,490 -＞ 
― ニコニコ箱報告 ― 

― 委員会報告 ― 

 



地区青少年交換委員長 辻村 和弘 
日時：26 年 4 月 6 日(日)9：00～15：00 
場所：高槻市 神峯山寺 
毎年恒例である高槻西ロ－タリークラブ主催

の、座禅会とお茶会が開催されました。初めて体

験する座禅とお茶の作法に来日生も派遣候補生

も、戸惑いながらも寒い中黙々と取り組んでいま

した。今年は特別に護摩行も行って頂き、これに

はロータリアンも初めて体験する人が多く、熱い

火の前で真剣に見入っていました。 
今年度も今月を含めてあと 3 カ月、委員長とし

てもうひと踏ん張りです。 

12 時より子供たちと職員の皆さん、2 つのロー

タリークラブの会員によってバーベキュー大会が

催されました。早朝より子供たちを交えて準備さ

れた数々の手料理は、満開の桜と、少々荒れた風

の中、始まりました。 
職員の方の話によると、手作り料理ができる事、

今回の事業に子供たち自身が皆で参加できる事、

それを大いに楽しんでいたとか。子供たちの笑顔

を見ていると、国際ロータリーの活動が、これか

らも一層期待されている事を痛感しました。 

｢子供たちの笑顔に会えた！｣ 
ICS 委員長 松浦 貞男 

4 月 3 日、台北より百齢ロータリークラブ 23 名

の方々が当クラブ創立 31 周年記念例会出席の為、

来阪されました。 
翌 4 日朝、帝国ホテルを出発して、本年の奉仕

先、子供たちが待つ松柏学園に向かいました。 
TOTO 会長ご夫妻、ANDREW 次年度会長ご夫

妻、P.P.ALBERT 国際主委ご夫妻、YOSHIKO 幹

事、そして P.P.M.E.本年度大手前社主委の皆さん。

大手前ロータリークラブよりは大蔭政勝会長を始

め 11 名の会員が参加されました。 
11 時 30 分より始まった寄贈式典は子供たち全

員と職員の皆さん、そして 2 つのロータリークラ

ブの参加のもと、先ず TOTO 会長のご挨拶と目録

贈呈(集会用テント)、続いて学園の関山理事長よ

り挨拶と感謝状の手渡し、最後に当クラブ大蔭政

勝会長の挨拶で進行。 

中村 不二 
平成 26 年 4 月 2 日(水 9、第 3 回大阪大手前 RC

ゴルフコンペは、奈良国際 GC で開催されました。

晴れの良いお天気で、桜は満開でした。大蔭会長

は欠席されましたが、多くの賞品をいただきまし

た。有難うございました。優勝は三木元昭会員、

準優勝は岡田由紀子さん、3 位は小林アツ子会員

でした。お楽しみの馬券は三木会員の一人取りで、

配当金 21000 円を獲得されました。 
次回、第 4 回ゴルフコンペは田中健会員のお世

話で 6月 4日(水)鳴尾GCで行います。(Startは 8：
30、4 組)奮ってご参加下さい！ 

 ― 第 3回ゴルフコンペ報告その 2 ― 

― ICS 事業報告 ― 

― 地区青少年交換委員会報告 ― 



・4月 18 日(金)  13：40～ 

5 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・4月 19 日(土)  13：00～15：00 

2014-15 年度のための地区研修・協議会 

   (大阪国際会議場) 

・4月 27 日(金)  10：00～15：00 MU 事業 

尼崎学園里山事業 

   (加古川) 

・5月 2 日(金)   

休会 
・5月 12 日(月)  18：30～20：30  MU 事業 

第 3 回会員研修事業 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 
・5月 16 日(金)  13：40～ 

新旧合同理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・5月 23 日(金)  13：40～ 

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

・6月 13 日(金)  13：40～ 

新旧合同理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・6月 16 日(月)   

台北百齢 RC 創立 27 周年記念例会 

   (台北) 

・6月 20 日(金)   

7 月度定例理事会(次年度理事・役員) 
   (場所未定) 

・6月 27 日(金)  夜例会 

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

― 直近の行事予定 ― 

まとめることができる。 
最近はパソコンを使って文章を書く人が多い

が、私はその原稿を便箋に書いている。びっくり

される方も多いが、私自身は楽しんで書いている

のである。 
皆さんも『友』をもっと読みませんか。役立つ

記事がいっぱいありますよ。 

― 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 ― 

｢雑誌月間にちなんで｣ 
東京板橋 RC 鈴木 義政氏 

(第 2580 地区 東京都 口腔外科) 
最近はロータリーのことを勉強している人に会

わなくなったような気がしてならない。勉強する、

といっても簡単なことで、毎月届く『ロータリー

の友』に目を通すだけで済んでしまうことなのだ。 
わがクラブは、数年前から私が広報雑誌委員長

に指名され続け、月初めの例会の 30 分間、みん

なの前で『友』を読み上げるのが慣例となってい

る。これは、ほとんどは内容の要約だが、記事に

よっては解説を加えるようにしている。さらに、

『週報』に発表した要約を掲載している。会員か

ら｢感謝してるよ｣とか、｢大変だねえ｣と言われる

と、疲れを忘れてしまう。 
クラブ雑誌委員長としてロータリーの友事務所

に登録されているため、事前に私宛てに雑誌が届

き、ゆっくり読んで、第一例会に発表する原稿を

 

 

 

 

4 月 18 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

     〈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 

北村 光司（23 日）関  謙二（28 日） 

岡本 雄介（13 日）辻村 和弘（14 日） 

中林 邦友（17 日）田中  健（26 日） 

犬伏  將（15 日）上野 勝巳（22 日） 

小林アツ子（24 日）田中  健（26 日） 

松浦 貞男  まつうら工業㈱     （1946） 
犬伏  將  ㈱ピンク洋装店      （1953） 
小松 英宣  小松英宣法律事務所   （1979） 
金髙 好伸  やわらぎ綜合法律事務所（1981） 
松葉 知幸  松葉法律事務所     （1981） 
北村 光司  Seiju 国際知財事務所  （1992） 
三木 元昭  三木会計事務所     （1993） 
瀬尾 公一  瀬尾会計事務所     （1995） 
大本 達也  ㈱アースマザー･グリーン （2001） 
辻村 和弘  ㈱アンサー       （2002） 
河野 裕一  河野会計事務所     （2004） 
竹森 敏麿   ㈱アルキャスト     (2008) 

― ロータリーの友 4月号より ― 


