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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    

本日は、遠くフィンランドからヘイッキ・タラ

さんと大阪東 RC の佐藤さんを迎えています。タ

ラさんには後ほど挨拶していただきますが、お二

人ともようこそいらっしゃいました。 

さて、先週の卓話で東京近辺に行ってきたこと

を報告しましたが、集合場所である友人の事務所

が代々木公園の近くであり、時間をつぶすため公

園近辺を散策しました。幸いデング熱の蚊には刺

されませんでしたが、その後の報道でヒヤッとし

ました。 

もともと蚊に刺されやすい体質で家族の中でい

つも一番先に刺されるのですが、今年は異常気象

と都市化のおかげで蚊が少ないらしく、大阪であ

まり蚊に刺されることがないと喜んでおりまし

た。デング熱報道で、大阪と違い東京には蚊が生

息しやすい豊かな自然や森がまだ残っているん

だ、と変な風に感心しました。 

ただ、地球温暖化その他の環境変化で今までな

かった伝染病が広まってきていることには不安を

覚えます。9 月に入りそろそろ夏の疲れが出てく

る頃ですので、皆さんご自愛ください。 

 国内ビジター 1名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 1名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 
<9 月 5 日の出席率 75.00％> 

Make up を含む 8/8 の出席率 86.67％ 

1．配布物 2点あります。 

①クラブ定款・細則 

② ロータリーの友 9月号 

2．来週は戸田ガバナー補佐ご臨席の第 2 回クラ

ブ協議会です。クラブ協議会では年次計画書を

使用しますのでお忘れ無く。又、本年度既に事

業を実施した委員会については報告書をお願

いします。 

3．再来週 19日例会後、 10月度定例理事会です。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ

ていただきました。必要な方は、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問

合せ下さい。合せ下さい。合せ下さい。合せ下さい。    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか４．みんなのためになるかどうか    

2014 年 9 月 12 日 第 1510 回例会 
新世代のための月間 

◎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((((9999 月月月月 11119999 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･ガバナー補佐懇談会（･ガバナー補佐懇談会（･ガバナー補佐懇談会（･ガバナー補佐懇談会（11111111：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030））））    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢大手前大手前大手前大手前そだちのロータリアンそだちのロータリアンそだちのロータリアンそだちのロータリアン｣♪｣♪｣♪｣♪    

････クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会((((ガバナー補佐ご臨席ガバナー補佐ご臨席ガバナー補佐ご臨席ガバナー補佐ご臨席))))    

･臨時総会･臨時総会･臨時総会･臨時総会    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「のばらのばらのばらのばら」」」」    

･ソン･ソン･ソン･ソンググググ        ♪｢♪｢♪｢♪｢とんぼのとんぼのとんぼのとんぼのめがねめがねめがねめがね｣｣｣｣♪♪♪♪    

････青少年青少年青少年青少年奉仕委員会担当卓話奉仕委員会担当卓話奉仕委員会担当卓話奉仕委員会担当卓話    

｢｢｢｢青少年交換プログラムについて青少年交換プログラムについて青少年交換プログラムについて青少年交換プログラムについて｣｣｣｣    

竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿委員長委員長委員長委員長    

････10101010 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラーブルグミュラー「「「「天使の合唱天使の合唱天使の合唱天使の合唱」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    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    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

日 時：2014年 9月 5日(金) 

審議議案： 

1．第 2660地区からの｢広島土砂災害 義捐金のお

願い｣に対し 3.11 震災支援特別委員会から

100,000円の義援金をする旨、承認。 

2．8月 1日の髙折忠太名誉会員の葬儀参列を例会

出席とみなして取り扱う旨、承認。 



長谷・・・河野さま、よろしくお願いします。

本日のフォーラムで皆さまの意見が

楽しみです。岡田委員長よろしくお

願いします。 

金髙・・・本日、社会奉仕委員会のフォーラム

よろしくお願いします。ホームクラ

ブ 12ヶ月皆出席自祝。 

木村・・・何もありませんが。 

小林・・・岡田委員長、本日よろしくお願いし

ます。 

松田・・・先日は、歓迎会開催していただき、

ありがとうございました。 

中村(不)・本日、社会奉仕フォーラムですネ。

岡田さんご苦労様です。 

岡田・・・本日のフォーラム、皆様のご意見、

よろしくお願いします。 

大蔭・・・長谷直前幹事様、今年も頑張って下

さいネ！御苦労様です。宜しくお願

い致します。 

大本・・・来週ガバナー補佐ご臨席クラブ協議会

です。岡田社会奉仕委員長、フォーラ

ムよろしくお願い致します。 

｢｢｢｢規模にあった奉仕活動について規模にあった奉仕活動について規模にあった奉仕活動について規模にあった奉仕活動について｣｣｣｣    
岡田岡田岡田岡田    耕平社会奉仕委員長耕平社会奉仕委員長耕平社会奉仕委員長耕平社会奉仕委員長    

１．今年度の進捗状況について 

(１)東日本大震災支援事業 

①東北支援団体｢BE ONE 東北支援｣が運営

する｢The ROCK｣という施設の整備事業を

支援すべく地区補助金を申請し、先般、受

理されたので、9月 17日に同施設を訪問す

る。 

②3.11 震災支援特別委員会と協議の上、9 月

16日に相馬RCを訪問し意見交換を行う事

になっており、2 の意見を持参の上、支援

事業を模索する。 

(２)大手前整肢学園に対する事業 

①8月 8日(金)に同学園の盆踊り大会の際、傷

害保険費用(50,000 円)及び園児たちの飲み

物代(20,000 円)を寄贈した。また今年度は

同学園からの希望もあり屋台でかき氷販売

を行い、その売上金も寄付した。 

２．｢相馬ロータリークラブへの支援について｣ 

 クラブフォーラムでの意見 

 ・相馬 RC主体での支援 

 ・米に限らず農産物の購入 

  当クラブで安全性を PR し他クラブへも購入

案内を促す 

――――    第第第第1111回クラブ職業奉仕委員長会議報告回クラブ職業奉仕委員長会議報告回クラブ職業奉仕委員長会議報告回クラブ職業奉仕委員長会議報告    ――――    

当クラブで販売会を実施 

 ・両クラブの意見を上手くミックスさせた支援 

 ・子供達を対象にした事業 

 ・動物を対象とした事業 

 ・継続が大切 

 ・相馬 RC の要望をしっかりと確認する事が重  

要 

・支援に使える費用を明確にすべき 

職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕委員長委員長委員長委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    
日時：平成 26年 9月 6日(土) 9：30～12：00 

場所：薬業年金会館(中央区) 

 第 1部は、地区職業奉仕委員会の委員の方より、

｢ロータリーの人づくり｣の題材で講演をして頂き

ました。第 2部は、｢ロータリーの人づくりと職業

奉仕｣の題材で 5名の各クラブ代表の方々にパネ

ルディスカッションをして頂きました。 

どちらも大変参考になる話でしたので、10月の

職業奉仕卓話にて、会員の皆さまに紹介させても

らいたいと思います。地区委員として、岡本会員

と長谷会員も参加されていました。 

幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    
9 月 6 日土曜、地区の米山奨学セミナーが開催

され、金髙会長、竹森会員そして私の 3名で参加

しました。 

当地区米山奨学委員長によりますと 2660 地区

今年度の米山奨学生は 25名で 13の国と地域から

参加されてます。これまではやはり中国、韓国そ

して台湾からの学生が多いものの、今年の傾向を

みてますと多様な国からの学生を採用する米山奨

学制度の方針が現れています。米山奨学事業はこ

れまで累計で 123国地域、1万 8千を越える学生

を支援して来ており、日本で最も多くの留学生を

支援している民間団体だそうです。 

世界に誇る国際貢献事業ではありますが、我が

国内の会員数減少に伴い、寄付金の増額の必要性

を説く一面もありましたが、質疑応答では地区に

よる寄付金額での格差などの問題を指摘する参加

者もいて、ロータリーの現在の課題が見えました。 

 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥29292929,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥555566666666,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

9999 月月月月 11119999 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    
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｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    先週の先週の先週の先週のクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム    ――――    

9999 月月月月 12121212 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
かぼちゃのスープかぼちゃのスープかぼちゃのスープかぼちゃのスープ    

ノルウェーサーモンのグリエノルウェーサーモンのグリエノルウェーサーモンのグリエノルウェーサーモンのグリエ    

根菜のエチュベを添えて根菜のエチュベを添えて根菜のエチュベを添えて根菜のエチュベを添えて    

季節のサラダ季節のサラダ季節のサラダ季節のサラダ    

チョコレートとパイナップルのシャーベットチョコレートとパイナップルのシャーベットチョコレートとパイナップルのシャーベットチョコレートとパイナップルのシャーベット    

バニラ風味のシュトロイゼルと一緒バニラ風味のシュトロイゼルと一緒バニラ風味のシュトロイゼルと一緒バニラ風味のシュトロイゼルと一緒    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    地区地区地区地区米山セミナー報告米山セミナー報告米山セミナー報告米山セミナー報告    ――――    


