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さて、本年度 RI会長であるゲイリーC.K.ホァ

ン氏の本年度テーマは『LIGHT UP ROTARY』、

『ロータリーに輝きを』です。 

 そして、同氏は、RIの戦略計画として定められ

たⅠクラブのサポートと強化、Ⅱ人道的奉仕の重

点化と増加、Ⅲ公共的イメージと認知度の向上の

重点化と増加、の 3項目に照らして、①会員増強

の推進、②人道的奉仕活動として上記戦略計画に

より定められた 6項目(平和と紛争の予防/解決、

疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的

教育と識字率の向上)の少なくとも１つ実施、③ロ

ータリーファミリーによる奉仕活動とロータリー

デーの実施を挙げられました。 

これを受け、RI2660地区ガバナーである泉博朗

氏は 2660地区の具体的な地区テーマを『ひとり

ひとりの輝きで、あなたの地域を輝かそう』とし、

具体的な方針として、①会員の増強、②IMの活用、

③エンドポリオへの協力、④寄付目標の達成、⑤

東日本大震災復興支援の継続、⑥南海トラフ地震

への対策、⑦クラブ危機管理の検討、⑧規定審議

会への提案、⑨ロータリーデーの実施、⑩地域へ

の奉仕、地域の活性化、の 10点を挙げられまし

た。 

これら RIと 2660地区の方針を受けて、本年度

の大阪大手前ロータリークラブのテーマは下記の

とおりとします。 

≪大手前 RC 会長方針 2014-15年度≫ 

『一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会

を照らす存在となろう』 

そして具体的方針として 

① 奉仕と親睦のバラン

スのとれた実現 

｢奉仕｣と｢親睦｣がロータ

リーの両輪と認識し、土

台や石垣としての｢親睦｣

と、その上にそびえる建

物や城郭としての｢奉仕｣の 2 要素をバランスよく

充実させる 

② 会員一人一人の実践と向上  

メンバー各人が高潔性維持、多様性尊重、リーダ

ーシップ育成を基本指針として実践し、一人一人

が光り輝き、奉仕活動やクラブ行事を通じて、家

庭、職場、地域、社会を明るくする 

③ 会員増強 

ロータリーの力強い活動のため、志の高い人に加

入してもらい会員増強に努める 

④ ロータリーファミリーの活用 

広い意味でのロータリーファミリーを一層活用

し、家族会、女子会、ゴルフ会、親睦旅行等に会

員の家族の積極的な参加を求め、家族の理解や支

援を得てメンバーの充実したロータリー活動の基

盤とする 

楽しく充実したロータリーライフの実現をめざ

し、頑張ってまいりますので一年間宜しくお願い

致します。 
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2014 年 7 月 4 日 第 1501 回例会 

7777 月月月月 11111111 日の日の日の日の例会場例会場例会場例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪4444階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣階｢牡丹の間｣    

会長会長会長会長    金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    
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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

大蔭会長から 1年を振り返

ったご挨拶をいただき、その

後、犬伏元会長の乾杯のご発

声により宴の幕が開きまし

た。大蔭会長、長谷幹事を労

いながら全員で親睦を深め、

皆さん今日は、『花は咲く』をテーマソングに

歌ってきました。当大手前 RC31 年度もいよいよ

終わりを迎えました。本日は最終例会です。ここ

まで来られたのも、会員皆様さらに事務局黒田さ

んそして長谷幹事のお蔭だと感謝しております。

一年間、皆様ありがとうございました。 

また本日は『1500回記念例会』という記念すべ

き日になっています。皆さん 1500 回おめでとう

ございます。後ほど各自の表彰状と、記念の粗品

が用意されております。楽しみにしてください。 

諸先輩から継承されてきた、30年の「良き伝統」

を次の世代に継承していかねばならないという強

い思いで、第 31 代目の会長職を務めて参りまし

た。 

本年度の活動方針『KEEP THE SPIRITS、

CREATE ROTARYLIFE ! 』『奉仕の理想を実践

し、心豊かなロータリーライフを！』は、皆様方

に快く理解し、実践していただきありがとうござ

いました。 

思い起こせば、一年間の各事業が走馬灯のよう

に思い出され、感無量です。中でも相馬 RC や台

北百齢 RC との交流には忘れられない思い出があ

ります。 

また、例会ごとに、『日本の建築』・『現代の建築』

のお話をしてまいりましたが、一年間、ご清聴あ

りがとうございました。皆様方には興味の少ない

テーマもあったと思いますが、私にとっては、毎

週、毎週、次の建築に向けて勉強することができ

ました。本当に充実した一年間でした。皆様方の

ご指導ご協力に改めて深く感謝し、当クラブの発

展を祈念して最後の挨拶に代えさせていただきま

す。 

親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

6月 27日(金)、最終例会終了後、第 2部の懇親

会が大蔭会長、金髙次年度会長、大本次年度幹事

の奥様、長谷幹事のお嬢様も同席され総勢 32 名

の参加を得て開催されました。 

途中、五大奉仕委員長の皆様から 1年間の事業に

ついて報告をいただきました。 

フィナーレでは金髙次年

度会長から大蔭会長へ、大本

次年度幹事から長谷幹事へ

記念の花束を贈呈し、金髙次

年度会長、大本次年度幹事か

ら次年度に向けた抱負を力

強く語っていただきました。 

最後には全員で手に手つないでを合唱し閉宴と

なりました。大蔭会長、長谷幹事、1 年間、本当

にお疲れ様でした。 

 

 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週(7(7(7(7 月月月月 11111111 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    最終例会最終例会最終例会最終例会・・・・懇親会報告懇親会報告懇親会報告懇親会報告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出｣♪｣♪｣♪｣♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢五代奉仕委員長方針発表｣｢五代奉仕委員長方針発表｣｢五代奉仕委員長方針発表｣｢五代奉仕委員長方針発表｣    

クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長        辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長        岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長        三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

青少年青少年青少年青少年奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    中田中田中田中田    喜直喜直喜直喜直「「「「夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代｣｢奉仕の理想｣♪君が代｣｢奉仕の理想｣♪君が代｣｢奉仕の理想｣♪君が代｣｢奉仕の理想｣♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会｢一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会｢一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会｢一人一人が輝くことでクラブ全体が輝き、社会

を照らす存在となろう｣を照らす存在となろう｣を照らす存在となろう｣を照らす存在となろう｣    

会長会長会長会長    金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    



朝槻・・・世界一美しいロータリー、中国に負

けないでがんばろう。 

福井・・・大蔭会長、長谷幹事、一年間お疲れ

様でした。 

長谷・・・最終例会です。一年間ありがとうご

ざいました。 

犬伏・・・会長、幹事一年間御苦労さま。大蔭

さん、奥様をお大事に！ 

金髙・・・大蔭会長、長谷幹事、ご苦労様でし

た。本年度二件目の無罪を殺人未遂

で勝ちとりました。 

木村・・・何もありませんが！ 

松葉・・・大蔭会長、長谷幹事の一年間の御苦

労に感謝します。 

松浦・・・大蔭会長、長谷幹事、一年間お疲れ

さまでした。 

三木・・・会長、幹事、一年間ご苦労様でした。 

中林・・・大蔭会長、長谷幹事、一年間お疲れ

様でした。 

中村(匡)・会長、幹事、一年間御苦労様です。 

中村(不）・最終例会ご苦労様でした！有難うご

ざいました。 

岡田・・・会長、幹事、一年間ありがとうござ

いました。 

岡本・・・会長、幹事、一年間ごくろうさまで

した。 

大蔭・・・皆様一年間本当にありがとうござい

ました。『祝 1500回例会』 

大本・・・大蔭会長、長谷幹事、一年間ありが

とうございました！次年度がんばり

ます！よろしくお願い致します！ 

佐々木・・大蔭会長、長谷幹事、お疲れ様でし

た。台北お世話になりました。 

関・・・・大蔭会長、長谷幹事、一年間ご苦労

様でした。 

竹森・・・会長、幹事、一年間ありがとうござ

いました。 

辻村・・・大蔭会長、長谷幹事、おつかれ様で

した。金髙さん、大本さん、がんば

って下さい。 

山本(依)・会長、幹事、お疲れ様でした。 

幹事幹事幹事幹事    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

昨日 6月 30日(月)、事務局で最後の幹事のサイ

ンを終えてホッとしたところに大蔭会長が来ら

れ、黒田さんと 3 人で一年間のご苦労様の握手を

しました。 

幹事をお引受けしたときは女性の幹事と言わ

れ、緊張し、身構えてしまいましたが、あっとい

う間の一年でした。 

幹事を引き受けて一番良かったのは①大手前ロ

ータリークラブの内情が良く分かったこと。②

LINE を利用して会長、幹事、事務局、の素早い

対応が出来たこと③特に台北百齢 RC から桜の咲

く頃に記念例会をとのご要望に、4 月 4 日に変更

して皆様をお迎えし満開の桜を見られて喜んで頂

けたこと。 

最後に委員会活動においては各委員会の方々の

ご協力で無事に終えることが出来ましたことを心

から感謝致しております。 

ただ一つ残念なことは台北百齢 RC の記念例会

に参加できなかった事です。 

次年度は大手前ロータリークラブが新しい会員

をお迎えする楽しいクラブになるようなお手伝い

をしたいと思っています。本当に一年間有難うご

ざいました。 

7777 月月月月 4444 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・7777 月月月月 13131313 日日日日((((日日日日))))        11118888：：：：00000000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

短期交換留学生ウェルカムパーティー 

   (丸まん寿司 OAP店) 

・・・・7777 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

8月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・8888 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥96,000 96,000 96,000 96,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2,100,490 2,100,490 2,100,490 2,100,490 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    ――――    一年を振り返って一年を振り返って一年を振り返って一年を振り返って    ――――    

 



会出席を続けない会員は成功しません。人生道場

も人づくりもロータリーの例会から生まれます。 

｢｢｢｢脳性麻痺の高校生がグアムの高校で交流体験脳性麻痺の高校生がグアムの高校で交流体験脳性麻痺の高校生がグアムの高校で交流体験脳性麻痺の高校生がグアムの高校で交流体験｣｣｣｣    

浦和北東浦和北東浦和北東浦和北東ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    

((((第第第第 2770277027702770 地区地区地区地区    埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県))))    

 さいたま市立さくら草特別支援学校には、小中

高 33 人の知的障がいのある肢体不自由児が学ん

でいる。当クラブは同校の脳性麻痺の高校 3年生

二人を、友好クラブであるノーザングアム・ロー

タリークラブの協力を得て、グアムのオッコド高

校の生徒と交流する機会を設けた。 

 脳性麻痺は出生時の脳の損傷による運動機能の

障がいとして発症する。四肢麻痺、発語、発声に

障がいがあり、多くが車いすでの生活を余儀なく

されている。一方、重度でない限り、患者の知的・

情緒的発達は正常が保たれ、意見や感情の表現に

難があるだけという。しかし、ほとんどの患者は

単独行動が不可能で、海外渡航などは思いもよら

ない。 

 そこで、脳性麻痺児にも｢異文化や社会を体験さ

せたい｣との保護者、学校関係者の永年の強い思い

に日米のロータリアンが協力した。かくして訪問

団 23人(学校関係者 11人、クラブ会員 12人)によ

り、脳性麻痺児の海外交流という画期的な企画が

2月 23～26日にわたり実施された。 

 オッコド高校を訪れた二人は、みんなの見守る

中、四畳敷きほどの紙に、身の丈ほどの筆で、｢明

日に夢を｣と墨で書いた。下半身の麻痺で車いすで

も体の平衡を保てない者が墨痕淋漓とした力強い

字を書くひたむきさに、会場は言語や民族を超え

た大きな感動に包まれた。そのときの様子は、翌

日の地元紙に一面記事として取り上げられた。 

 この企画は、脳性麻痺児であっても異文化間の

交流が可能であり、言語や民族を超えて通い合え

るものがあることを、周囲に知らしめたという意

味で、画期的な企画であったといえよう。 

(豊田愛祥氏・記) 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 0名   会 員 数  34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  30名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 

<6 月 27 日の出席率 86.11％>  

Make up を含む 6/6 の出席率 82.14％ 

｢例会の上で成り立つロータリーの職業奉仕｣｢例会の上で成り立つロータリーの職業奉仕｣｢例会の上で成り立つロータリーの職業奉仕｣｢例会の上で成り立つロータリーの職業奉仕｣    

不破不破不破不破ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    竹中竹中竹中竹中    正美氏正美氏正美氏正美氏    

((((第第第第 2630263026302630 地区地区地区地区    岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県    家電機器配布家電機器配布家電機器配布家電機器配布))))    

 私の職業分類は｢家電機器配布｣。田舎の電器屋

のオヤジです。電器屋のオヤジは、商売人でなく、

｢あきんど｣でなければいけません。 

 近江商人の三方よし(売り手よし、買い手よし、

世間よし)｣の教えがあきんどです。どんな事業で

も、それが世間の役に立っているか、買い手のお

客様に喜んで買ってもらっているかを考え、その

結果として、自分にも利益がもたらされるという

考え方が、近江商人の教えです。さらに、相手に

対して｢気づかい｣、｢心づかい｣がなくては、あき

んどとは言えません。 

 クラブで、｢職業奉仕の実践で、例会に出席でき

なかった｣と言われるのを耳にすることがありま

すが、｢仕事が忙しいこと｣と｢職業奉仕の理念｣と

は意味が違います。それを混同している会員がい

ます。 

 ロータリーの職業奉仕は、例会の上に成り立ち

ます。以前は、自分で自分の時間をコントロール

できる人がロータリアンの最低条件といわれてい

ました。どんなに忙しくても、自分で例会に行く

時間をつくり、例会に出席して、会員同士、切磋

琢磨し、例会が終わったら、すぐに元の仕事に戻

る。それができない人のためにメークアップがあ

るのですから大いに利用して、いつも心にロータ

リーのことを留めておくのです。 

 ｢仕事に精を出すこと｣、これがロータリーに職

業奉仕の原点です。 

 ロータリーの例会は、｢人生道場｣といわれます。

また、｢人づくりの場｣ともいわれています。どん

なに大きな企業でも、人づくりを怠った企業で成

功したケースはありません。ロータリーでも、例

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念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事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

 

 

 中村 不二（15日）中田 圭子（17日） 

金髙 好伸（11日） 

田 中  健 日本セロンパック(株)   （1947） 

上野 勝巳 (株)阪南ビジネスマシン  （1948） 

福井 教男 (株)関西ランバー      （1987） 

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーの友の友の友の友 7777 月月月月号号号号よりよりよりより    ――――    


