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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、大阪東RCの千種様をお迎えしておりま

す。千種様、ようこそいらっしゃいました。 

今週は、日曜のゴルフ同好会ゴルフコンペに始

まり、火曜夜のCLP委員会、水曜夜に開催された

有志家族の食事会と、RCに関連する行事が重なっ

て結構疲労が残っています。ゴルフの成績は相変

わらずで疲れましたが同伴競技者に恵まれ楽しい

一日を過ごさせていただきました。CLP委員会で

は出席委員全員からクラブ活性化のための有意義

な提言をいただきました。有志家族の食事会では

親睦を深めるとともに海外姉妹クラブとの交流方

法等について貴重な意見をいただきました。皆さ

ん有難うございました。 

さて、日曜のコンペに備え、土曜午後にフィット

ネスクラブ内のゴルフ練習場に行ったところ、テ

レビに御嶽山噴火直後の様子が映し出されていま

した。頂上付近の稜線に沿って小さな人影が多数

続いているところに白い噴煙が覆いかぶさってい

くシーンでした。信仰の山でもある御嶽山でこの

ような惨事が発生したことに大変驚きましたが、

自然の脅威の前に人間の存在がいかに小さくもろ

いものであるかを改めて感じさせられました。行

方不明の人たちが一日も早くご家族のもとに戻れ

るようお祈りしております。 

幹事報告の前に先ず先週ガバナー公式訪問日でした

が私欠席させて頂きました事お詫び申し上げます。 

1．配布物 3点です。 

①ロータリーの友 10月号 

②理事役員の方にガバナー月信 10月号 

③12 月 5 日、6 日開催の地区大会登録申込書 提

出期限今月 17日です。 

2．11月 15日 3クラブ合同社会奉仕事業の打ち

合わせありました。詳細は岡田社会奉仕委員長

から次週以降に告知あります。奈良市柳生の社

会福祉法人成美学寮で開催。 

3．11月 27日開催の 3クラブ合同例会についての

事項。 

集合：12:00 

集合写真撮影：12:15 

例会開始：12:30 

終了：14:00 

会場：太閤園ガーデンホール 

当日卓話時間にて 11月 15日の式典の報告、成

美学寮理事長より感謝状を3クラブの会長に授与。 

4．翌々週 17日は 11月度定例理事会 

5．18 日土曜はインターシティミーティング開催

です。 

6．地区交換留学生マルユッカさんの歓迎会を 10

月 29日開催します。 
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2014 年 10 月 10 日 第 1514 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 11117777 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

･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    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢赤赤赤赤とんぼとんぼとんぼとんぼ｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ラブレターのいろいろラブレターのいろいろラブレターのいろいろラブレターのいろいろ｣｣｣｣    

曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫会員律夫会員律夫会員律夫会員    

････11111111 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    ワイマンワイマンワイマンワイマン「「「「森のこだま森のこだま森のこだま森のこだま」」」」    



朝槻・・・さまざまな祝だそうで自祝。 

福井・・・お久しぶり。 

金髙・・・先日の CLP委員会、貴重なご意見あり

がとうございました。RC ゴルフで馬

を当てました。初めてです。 

木村・・・何もありませんが。 

北村・・・辻村さん、卓話楽しみにしてます！ 

三木・・・田中さん、先日はありがとうございま

した。 

中村(匡)・先日のゴルフ深く反省しております。

迷惑料です！！ 

西尾・・・先日のゴルフコンペの優勝自祝。皆様

ありがとうございました。 

岡本・・・中田さん、先日はありがとうございま

した。瀬尾さん、予約ありがとうござ

いました。 

大本・・・先週欠席のおわび。辻村さん、卓話よろ

しくお願いします。同好会ゴルフ、佐々

木さんありがとうございました。岡本さ

ん、昨日はありがとうございました。 

大蔭・・・田中さん、三木さん、松浦さん、金髙

さん、おいしいワインありがとうござ

いました。 

瀬尾・・・欠席おわび。 

山本・・・この所、たびたびお休みしております。

又、まじめにがんばります。 

 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  0名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 
<10 月 3 日の出席率 80.00％> 

Make up を含む 9/12 の出席率 93.33％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・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    

第 1 回ゴルフコンペ皆様おつかれ様でした。次

回開催は 12月 2日(火)、場所は飛鳥 CCの予定で

す。奮って参加の程よろしくお願い致します。 

・・・・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 29292929 日日日日((((水水水水))))        11118888：：：：33330000～～～～    

青少年交換留学生歓迎会 

   (ぼん繁) 

・・・・10101010 月月月月 31313131 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)) 

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((((職業奉仕委員会担当職業奉仕委員会担当職業奉仕委員会担当職業奉仕委員会担当))))    
｢｢｢｢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｣｣｣｣    

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    
地区職業奉仕委員長会議で、説明して頂いた

PPTを使い職業奉仕についての説明をさせて頂

きました。 

ロータリーのしなければならない大きな仕事の

一つに、世の中に役に立つ有望な人物を育成する

ことが挙げられる。これには、ロータリアン自身

が成長する内なる人づくりと、インターアクト・

ローターアクト・青少年交換・RYRA・ニコニコ

キャンプ・米山奨学・出前事業・職場体験学習等々

の外なる人づくり事業とがある。 

内なる人づくりとは、自分自身がロータリーに

ただ入っているだけでは無く、様々な奉仕事業に

積極的に参画し、クラブ内での色々な役職を経験

することで人間として大きく成長することであ

る。 

外なる人づくりとは、特にこれからの世界を担

う青少年に対して、前述した事業を通して自分の

将来像を認識させ世界平和へと導くことである。 

四つのテストを常に行動の指針として、人づく

りは自分づくりの支援の場ととらえ日々生活する

ことが大事である。 

――――    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    ――――     

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥43434343,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥761761761761,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

10101010 月月月月 11117777 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｣    

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

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

――――    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    ――――    

日 時：2014年 10月 3日(金) 

審議議案： 

1．青少年奉仕委員会より青少年交換留学生マルユ

ッカさんの歓迎会を下記の通り開催する旨、承

認。 

  日時：平成 26年 10月 29日(水) 18：30～ 

  場所：天満橋ぼん繁(お好み焼き)予定 

     大阪市中央区大手前 1-6-7 

     06-6943-9361 

     会費：4,000円程度予定 

10101010 月月月月 10101010 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
さつま芋のスープさつま芋のスープさつま芋のスープさつま芋のスープ    

ムースを詰め込んだ但馬味どりのムースを詰め込んだ但馬味どりのムースを詰め込んだ但馬味どりのムースを詰め込んだ但馬味どりの    

ロール仕立てロール仕立てロール仕立てロール仕立て    ニョッキを添えてニョッキを添えてニョッキを添えてニョッキを添えて    

サラダサラダサラダサラダ    

ラム酒風味のヌガーグラッセラム酒風味のヌガーグラッセラム酒風味のヌガーグラッセラム酒風味のヌガーグラッセ    

紅茶のシャーベットと共に紅茶のシャーベットと共に紅茶のシャーベットと共に紅茶のシャーベットと共に    
コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    


