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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、泉ガバナーと川上地区代表幹事のお二

人をお迎えしてのガバナー公式訪問の日です。泉

ガバナーには後ほど講話を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、先月｢会社が消えた日」という日経 BP社

発行の本を読みました。三洋電機が解体されてい

く経緯や同社従業員がその後に辿った人生を描い

た作品ですが、たいへん感慨深く読み終えました。

そして今週はダイエーの名が消えるとの新聞報道

に接しました。ダイエーを子会社化したイオンが

リストラの一環としてダイエーの名称使用をやめ

ると発表したとのことですが、30年前はスーパー

といえばダイエーという存在でしたから、時代の

流れとはいえ｢サンヨー｣や｢ダイエー｣等の関西発

祥の企業名が次々と消えていくことに寂しさを覚

えます。企業が衰退し消滅する原因にはいろいろ

な要素があると思いますが、ロータリークラブが

力を失って衰退する原因と重なるものがあると感

じています。当クラブも、そろそろ財政改革や事

業の整理、会員意識の変革に取り組むべき時期が

来ているのではないかと思います。泉ガバナー、

ご指導宜しくお願い致します。 

・本日はガバナー公式訪問です。卓話の時間に泉

ガバナーに講話をしていただきます。 

・例会終了後第１回会員研修があります。よろし

くお願いいたします。 

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    

・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会・ゴルフ同好会    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

明後日になりました第 1回ゴルフ同好会です。

犬伏会員が欠席となりましたので 13 名となりま

した。皆様奮ってご健闘の程よろしくお願い致し

ます。 

10101010 月月月月 3333 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 
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2014 年 10 月 3 日 第 1513 回例会 
職業奉仕月間・米山月間 

◎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((((10101010 月月月月 10101010 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

10101010 月月月月 10101010 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｣    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢誰もいない海誰もいない海誰もいない海誰もいない海｣｣｣｣♪♪♪♪    

････米山奨学米山奨学米山奨学米山奨学委員会担当卓話委員会担当卓話委員会担当卓話委員会担当卓話    

｢｢｢｢米山奨学委員長として米山奨学委員長として米山奨学委員長として米山奨学委員長として｣｣｣｣    

多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀委員長委員長委員長委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    クープランクープランクープランクープラン「「「「修道尼モニカ修道尼モニカ修道尼モニカ修道尼モニカ」」」」    

――――    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    ――――    

・・・・会員研修委員会会員研修委員会会員研修委員会会員研修委員会    

委員長委員長委員長委員長    北村北村北村北村    光司光司光司光司    

本日例会終了後 13：45 より 1 時間の予定で会

員研修を開催致します。スピーカーは関会員、ヨ

ーロッパの RC と日本の RC の違いにつき討論致

します。 

――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    

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

･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((((職業職業職業職業奉仕委員会担当奉仕委員会担当奉仕委員会担当奉仕委員会担当))))    

｢｢｢｢ロータリーは人づくりロータリーは人づくりロータリーは人づくりロータリーは人づくり｣｣｣｣    

辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘委員長委員長委員長委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ライオネル・リッチ―「エンドレス・ラブライオネル・リッチ―「エンドレス・ラブライオネル・リッチ―「エンドレス・ラブライオネル・リッチ―「エンドレス・ラブ」」」」    

 



朝槻・・・泉ガバナー、ようこそ。お越し下さ

り歓迎いたします。 

長谷・・・泉ガバナーをお迎えして。本日は宜

しくお願いします。会員研修を宜し

くお願いします。 

金髙・・・泉ガバナーをお迎えして。本日は宜

しくお願いします。 

木村・・・泉ガバナーBig Welcome！ 

北村・・・泉ガバナーようこそいらっしゃいま

せ。本日の会員研修、例会後宜しく

お願い致します。 

小林・・・泉ガバナーようこそ大手前ロータリ

ークラブに。どうぞ宜しくお願いし

ます。 

松葉・・・泉ガバナー来会を歓迎して。 

松田・・・泉ガバナー、ようこそいらっしゃい

ました！ 

三木・・・泉ガバナーを歓迎します。 

中林・・・泉ガバナーようこそ！！ 

中村(不)・泉ガバナーようこそおこし下さいま

した。宜しくお願い致します。 

岡本・・・泉ガバナーようこそおいでいただき

ました。本日は宜しくお願い申し上

げます。北村委員長、本日は宜しく

お願いします。 

佐々木・・泉ガバナーを迎えて！！ 

曽我部・・泉ガバナーの御来訪を歓迎して。 

竹森・・・泉ガバナー、本日はようこそお越し下

さいました。宜しくお願い致します。 

辻村・・・泉ガバナー、本日は宜しくお願いしま

す。 

皆様こんにちは、本年度、

地区ガバナーを仰せつかり

ました大阪帝塚山ロータリ

ークラブの泉でございます。

本日は、敬愛する大阪大手前

ロータリークラブの皆様方

にお会いできましたこと誠

に光栄であります。どうぞ宜

・・・・10101010 月月月月 11117777 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桐の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 11118888 日日日日((((土土土土))))            

第 6組インターシティミーティング 

   (コングレコンベンションセンター) 

・・・・10101010 月月月月.31.31.31.31 日日日日((((金金金金))))        11111111：：：：00000000～～～～    

指名委員会 

   (場所未定) 

・・・・11111111 月月月月 11115555 日日日日((((土土土土))))            

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (社会福祉法人成美学寮(奈良市柳生)) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

しくお願い致します。先ほど金髙会長、大本幹事、

そして、役員の皆様より、いろいろとお話をいた

だきまして、今後の地区運営に大いに活用させて

いただきたいと思っております。 

大阪大手前ロータリークラブは 1983 年、浅井

会員を初代会長として創立されました。31年の永

きにわたり地区にご貢献いただきましたこと感謝

申し上げます、また、田中会員、犬伏会員はチャ

ーターメンバーとして 31 年の永きに在籍いただ

きましたこと、2660地区の誇りであります、今後

とも宜しくお願い申し上げます。そして、

2008-2009 年度には佐々木会員を、ガバナー補佐

として輩出しておられます。 

また、辻村会員は地区青少年交換委員会、岡本

会員、長谷会員は地区職業奉仕委員会、三木会員

は地区ロータリー財団職業研修チーム担当グルー

プに出向していただき、地区活動に貢献をしてい

ただいておりますこと、高いところからではござ

いますが、あらためて、お礼を申し上げます。 

本年度RI会長は台湾台北RCのゲイリーホァン

氏でありますが、そのテーマは LIGHT UP 

ROTARY(ロータリーに輝きを)であります。地区

としてのテーマは｢ひとりひとりの輝きで、あなた

の地域を輝かそう｣であります。RI の方針、地区

の方針の詳細につきましては、ガバナー月信 7 月

号を全会員に配布致しましたので、ご参照してい

ただきたいと思います。 

ロータリーの基本方針は｢親睦｣と｢奉仕｣であり

ます。私は、PETS、地区研修・協議会におきま

して｢親睦は石垣 奉仕は城｣と申しました。いく

ら立派なお城でも、砂上の楼閣では、やがて崩壊

致します。親睦で結ばれた絆で、より効果の高い

奉仕が実現し、大きな感動を共有することが出来

るのです。また奉仕を通じて、親睦が深まること

を多く経験いたしました。親睦を燃料とし、奉仕

の炎を燃やしていただきたいのです。｢親睦｣と｢奉

仕｣の結果、すなわち、｢ロータリー活動｣の結果、

私たちは何を得るのでありましょうか。それは｢寛

｢｢｢｢ガバナー講話ガバナー講話ガバナー講話ガバナー講話｣｣｣｣    

RIRIRIRI 第第第第 2660266026602660 地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    

泉泉泉泉    博朗博朗博朗博朗氏氏氏氏((((大阪帝塚山大阪帝塚山大阪帝塚山大阪帝塚山 RC)RC)RC)RC)    

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥55550000,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥621621621621,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    ――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

――――    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    ――――    



容の精神｣と｢信頼感｣であります。｢親睦｣と｢奉仕｣

を通じて、互いに理解し合い｢信頼｣と｢寛容｣を感

じ合うわけであります。 

皆様の心に触れる奉仕活動を見つけていただき

たいのです、そして、その｢奉仕｣を深めていただ

ければいいわけであります。ロータリーの奉仕は、

皆様の思いに応えるだけの、実に多彩な奉仕活動

を行っています。 

｢一隅を照らすこれすなわち国の宝なり｣という

言葉があります。皆様おひとりおひとりがご自身

の周りを照らすことが結果として全体を照らすと

いう考え方であります、まさに｢ Light up 

ROTARY｣、｢ひとりひとりの輝きで、あなたの地

域を輝かそう｣であります。 

 次に、｢職業奉仕｣についてでありますが、職業

奉仕とは、｢職業をもって社会に奉仕する｣という

ことです、これは、コンプライアンス、職業倫理

を超越した、むしろ、個人として、ご自身の職業

とどの様に向かい合うかという、いわゆる職業観、

人生観に基づく奉仕と考えられないでしょうか。

自分の仕事がどのように世の中に役に立っている

のかを考えながら、そして、感じながら、仕事を

出来るようになることが、ロータリアンの目指す

べき姿ではないかと思うわけであります。その指

針が｢4つのテスト｣であり、｢最も奉仕する者、最

も報われる｣という言葉であります。 

未来は若者によって作られます、そして、若者

たちは、私たちを見て、未来を感じているのです。

もし、若者たちが元気のない、力のない、将来を

期待していない私たちを見ていたとしたら、明る

い未来を予測することができるでありましょう

か。若者の前では、明るい未来、力強い未来を語

って欲しいわけであります。 

 私たちの地区大会は 12月 5日、6日と行われま

すが、テーマは｢英知を集め未来を築こう、今 羽

ばたこう、未来に向かって｣と致しております。地

区大会につきましては、例年同様全員登録をお願

い致したいと思っております。予算の関係上、担

当があらためてお願いにあがることが出来ません

ので、代わりまして、全員のご登録と、ご参加を

お願い致します。 

 本年度は、ゲイリーホァン RI 会長の推奨事業

であります｢ロータリーデー｣の実施をお願い致し

ております。地区と致しましては、2015年 5月 5

日のこどもの日に｢ロータリーフェスティバル 

Light up OSAKA 考えよう子供の未来に出来る

事｣と銘打って、中之島公会堂を借り切りまして行

う予定であります。 

 今年度のもう一つのキャッチフレーズは、｢楽し

いロータリー、待ち遠しいロータリー、わくわく

するロータリー｣であります。皆様が集うかぎり、

楽しくなくてはなりませんね。いろいろな楽しみ

を皆さんご自身のクラブの中で見つけてほしいわ

けであります。 

 皆様おひとりおひとりが主役であり、皆様おひ

とり、おひとりが活性化すれば、自然と英知が集

まり、未来を築く力が湧いてくるということであ

ります。｢今 羽ばたこう、未来に向かって｣であ

ります。 

 大阪大手前ロータリークラブの皆様は、私たち

の仲間であります。また、2660地区におきまして、

なくてはならない存在であります。共に力を合わ

せ、意思の疎通をはかり、この伝統ある 2660 地

区のクラブであってよかった、ロータリアンでよ

かったと言えるように感じていただき、今後とも

益々のご発展、ご活躍をされることを祈念致しま

して、ご挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

過日 9 月 28 日真に秋晴れの日曜日、有馬温泉

に近い西宮髙原G.Cで第一回金髙年度のゴルフコ

ンペが 13名の参加にて開催されました。 

関西きっての難コースという事もあって皆様随

分苦労されたと思いますが、さすがにローハンデ

ィの方々が上位を占めて、優勝は久しぶりの参加

の西尾会員。準優勝は常連の中村不二会員、そし

て第三位が松浦会員と賞金を獲得されました。女

性三名の参加でしたがやはり距離もあり、アップ

ダウンもありで苦戦されたようでした。 

初めての幹事を務めさせていただき、会費がか

なり余っている事を知りましたし、又今回かなり

余金が出ました。 

次回開催は 12 月の初めを予定していますが、

会費を少なくしてアジャストしていこうと考えて

います。是非、続けて大勢のご参加をお待ち致し

ております。 

 

 

――――    第第第第 1111 回ゴルフコンペ回ゴルフコンペ回ゴルフコンペ回ゴルフコンペ報告報告報告報告    ――――    



 国内ビジター 1名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  9名 

<9 月 26 日の出席率 71.88％>  

Make up を含む 9/5 の出席率 86.67％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

――――    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    ――――    

幹事幹事幹事幹事    大本大本大本大本    達也達也達也達也    
平成 26年 9月 30日 18：30より帝国ホテルジ

ャスミンガーデンにて今年度第一回 CLP 委員会

が開催されました。クラブの財政危機は顕著であ

り、数年内に赤字転落も避けられない状況ですが、

昨年度、CLP委員会は近年に無く活性化されまし

た。本年度も更に次年度への円滑な移行をめざし、

クラブが直面している種々の課題にいかに向き合

うべきか議論しました。その中で、 

１．親睦事業を活用しての会員増強や退会防止 

・ここ数年の急激な会員数減少により以前の 60

名程度の会員数の頃と同等の奉仕事業が困難

になっている。 

・奉仕活動に注力の結果、会員が出席してホッと

出来る様な例会の雰囲気創りが若干疎かにな

っていると思われる。 

２．複数委員会掛け持ちによる一部会員への負担

集中の防止。 

・特定の会員への任務の集中が見られ、委員会

開催も蔑ろになる悪循環も見られる。今一度、

委員会の開催と負担の公平を徹底すべき。 

・委員会の任務の一極集中の結果、例会参加へ

の意欲低下などが懸念される。 

３．現在の会の規模に合わせての奉仕事業の選択

と規模の再考。 

・一例として、以前はお歳暮等の頂き物を提供

するバザーも、様相が変わり、バザー用に敢

えて商品を購入して提供する由々しき現状が

ある。 

 ・原稿提出の遅れから週報作成に時間が掛かり、

事務局員の負担増を招いている。 

４．事務効率化のための会員意識の変革。 

・週報用記事の提出期限につき翌週月曜必着を

徹底すると共に内容の簡潔化を心がけ週報の

ページ数の増加を防ぐ。 

５．その他。 

HP 更新に着手の筈が、全くなされていない

のが現状。 

会員研修委員長会員研修委員長会員研修委員長会員研修委員長    北村北村北村北村    光司光司光司光司    
日 時：平成 26年 9月 26日(金)13：45～14：45 

場 所：帝国ホテル大阪 例会会場にて 

会 費：無料 

内 容：海外のロータリーと日本のロータリーと

の例会の違いについて 

それぞれにあるもの、ないものを知り、

例会の決まり事の意味を知る。 

１．スピーカー：関謙二会員 

出席者：17名(敬称略、アイウエオ順) 

1G：朝槻、大蔭、北村、木村、小林、辻村、 

中田、中村(匡)、長谷 

2G：岡本、金高、鹿野、関、曽我部、中林、 

松田、多田 

２．プログラム： 

20分講師講演 20分メンバー討議 20分まとめ 

３．講演内容 

 海外 RCと国内 RCの例会の違い 

 １）Wien Graven RC 

２）Wien Prinz Eugen RC 

３）Swiss Geneva RC 

４）Napoli NORD & OVEST RC  

４．討議内容 

 例会の決まりごとの国際標準 

 魅力ある例会を運営するには(長く続けられ、会

員増強に結びつく) 

５．討議結果（意見抜粋） 

 楽しくやることは大切、例会の決まり事が多く

て発言の機会がないのは問題、行事が多すぎて

息がつまる、地区の活動に参加することも大切、

世間の RC評価にも耳を傾けるべき 

６．まとめ 

 例会での発言機会につき、SAAにて検討をお願

いできればと存じます。 

 決まり事を教則本に基づいて学ぶべきとの意見

もありましたが、会員増強に苦慮していること

から、会の魅力を増すことが先決と考え、この

形式に致しました。結果は魅力を増すための発

言の機会ということが指摘され、当初の目的を

一部達成したものとなっております。 

 教則本については、次回以降で検討したいと思

います。 

 

 

 

 

木村 節三（14日）岡田 耕平（17日） 

朝槻真紀子（19日）竹森 敏麿（15日） 

三木 元昭（18日）中村 匡克（24日） 

中野 裕司（12日） 

朝槻真紀子 マキオリジナルデザイン （1973） 

――――    第第第第 1111 回会員研修回会員研修回会員研修回会員研修報告報告報告報告    ――――    ――――    第第第第 1111 回回回回 CLPCLPCLPCLP 委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    


