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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    

桜ノ宮公園の桜が満開ですが、本日は大変嬉し

いことがあります。 

一つは、我クラブのチャーターメンバーである

田中健会員が病気を克服して本日の例会に出席さ

れ、お元気な姿を見せてくれたことです。 

もう一つは、先月 27 日に手術を受けられた犬

伏將会員の術後の経過が良好で、この 5日に退院

予定とのことです。明日お見舞いに行ってまいり

ますが、次週にご様子について報告させていただ

こうと思っております。 

更に、三つ目は、私ごとですが長女がアメリカ

で 2 週間のホームステイを終えて今晩帰国するこ

とです。二女のクラブ合宿と重なり、夫婦二人の

寂しい生活が続いていましたので正直ホッとして

おります。 

本日、ロータリーフェスティバルについて多田

広報委員長からお話をいただきますが、5月5日の

行事成功に向け、よろしくお願い致します。 

1 配布物 

①ロータリーの友4月号 

②理事の方 ガバナー月信4月号 

③昨年12月に開催された2014-15年度地区大会記

録書 

2 社会奉仕委員会岡田委員長の代理で案内しま

す。バヌアツサイクロン被害への義援金ボックス

を設ける事となりましたので本日より募金を開始

させて頂きます。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    〈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４．みんなのために４．みんなのために４．みんなのためになるかどうかなるかどうかなるかどうかなるかどうか    

2015 年 4 月 10 日 第 1538 回例会 
雑誌月間 

◎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(4(4(4(4 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    

――――    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    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢どこかで春がどこかで春がどこかで春がどこかで春が｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢私私私私のロータリーのロータリーのロータリーのロータリー、、、、あれこれあれこれあれこれあれこれ｣｣｣｣    

松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男会員会員会員会員    

････5555 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    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「歌の翼に歌の翼に歌の翼に歌の翼に」」」」    

――――    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        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそそれでこそそれでこそそれでこそロータリー｣ロータリー｣ロータリー｣ロータリー｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢ホテルホテルホテルホテル業界業界業界業界について｣について｣について｣について｣    

松田松田松田松田    喜則会員喜則会員喜則会員喜則会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    森山森山森山森山    直太朗直太朗直太朗直太朗「「「「さくらさくらさくらさくら((((独唱独唱独唱独唱))))」」」」    

4444 月月月月 11110000 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

クリスタルコンソメスープクリスタルコンソメスープクリスタルコンソメスープクリスタルコンソメスープ    

タピオカと三色野菜を浮かべてタピオカと三色野菜を浮かべてタピオカと三色野菜を浮かべてタピオカと三色野菜を浮かべて    

真鯛と真鯛と真鯛と真鯛とオマール海老のムースにオマール海老のムースにオマール海老のムースにオマール海老のムースに    

ブリオッシュをのせブリオッシュをのせブリオッシュをのせブリオッシュをのせてててて    

桜の香るブールブランソース桜の香るブールブランソース桜の香るブールブランソース桜の香るブールブランソース    

サラダサラダサラダサラダ    

レモン風味のホワイトチョコムースレモン風味のホワイトチョコムースレモン風味のホワイトチョコムースレモン風味のホワイトチョコムース    

パイナップルとオレンジのムースパイナップルとオレンジのムースパイナップルとオレンジのムースパイナップルとオレンジのムース    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    



朝槻・・・満開の桜に雨とは･･･ 

長谷・・・今日、孫の入学式、初めて学校行事に

招待されました。7 つボタンの制服は

若い頃の私のあこがれでした。うれし

い。卓話、多田さんよろしくお願いし

ます。 

金髙・・・本日、長女が 2 週間のホームステイを

終了してアメリカから帰ってきます。 

木村・・・何もありませんが！ 

北村・・・誕生日自祝。 

小林・・・2009年夏に人生のゴルフの目標を決めて

から一昨日 600 ラウンド達成できまし

た。健康でこれましたことに感謝です。 

松浦・・・田中さん、おかえりなさい。 

中林・・・誕生日自祝。両大先輩の無事の帰還を祝

して。 

中村(不)・桜満開です！！咲くのが早いです。 

中村(匡)・春です、いいですね。 

中田・・・雨が多いですね。桜がせっかく美しい

のに。多田様、よろしくお願いいたし

ます。 

広報委員会担当卓話広報委員会担当卓話広報委員会担当卓話広報委員会担当卓話    

｢｢｢｢ロータリーフェスティバルについてロータリーフェスティバルについてロータリーフェスティバルについてロータリーフェスティバルについて｣｣｣｣    

委員長委員長委員長委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀 

来る 5月 5日、中之島公会堂を全館借り切って

ロータリーフェスティバルが開催されます。9時

から 20時まで、公会堂を中心に御堂筋、堺筋を

含めて実施されます。盛り沢山な内容とロータリ

ーを大阪に紹介する有意義な 1日になることでし

ょう。それにはまず会員の参加が必要です、9時

前にはロータリーのチャリティシンボルウェアー

で集合してください。 

先ずはパレードから始まります、そしてキッズ

ダンスフェスティバルへと続きます。さらにフォ

ーラム A・B・Cのロータリーカレッジ、夕方か

ら危険ドラッグ撲滅サミット、そして最後にチャ

リティコンサートで幕を閉じます。 

さらっと流せばこれだけですが、内容は濃く充

実しています。若者の薬物依存を考え、その対策

を同時に知り明るい未来につなげようとする努力

・・・・ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏    

次年度地区協議会と同じ日になって、また常連

のチャーターメンバーのお二人が病気上がりとい

う事もあり、参加者が 9名とさみしくなりました。

桜の満開の中で楽しくプレーしてきたいと思いま

す。次回は 6月 6日(土)です。 

西尾・・・田中健さんの復帰を祝して。 

岡本・・・新入社員が 3名入りました。田中健さ

ん、復帰おめでとうございます。 

大蔭・・・田中健さん、犬伏將さん、二人共にお

元気で～す！バンザ～イ！ 

大本・・・田中健さん復帰おめでとうございます。

多田さん卓話よろしくお願いします。事

業所創立記念日自祝。次週のコンペ晴れ

ますように！バヌアツ義援金ボックス皆

様よろしくお願いします。 

佐々木(宏)・第三回ゴルフ同好会よろしく。来年度

の協議会と重なって申し訳ありません！ 

佐々木(裕)・いろいろ自祝。 

瀬尾・・・欠席のおわび。 

曽我部・・最長老会員の無事生還を祝して。 

竹森・・・事業所創立記念自祝。田中健会員、復

帰おめでとうございます。 

田中・・・久しぶりです。いろいろありまして。 

辻村・・・田中健会員、復帰おめでとうございます。 

山本・・・桜満開で美しいです。 

次週4月11日(土)は、2015-2016年度の為の地区

研修・協議会が開催されます。次年度の各委員長

様並びに代理出席者様、お忙しい中恐縮ではござ

いますが、ご出席くださいます様、宜しくお願い

申し上げます。 

プログラムと致しましては、12時30分より受付

開始になっており2部制です。1部の全体の本会場

は13時から15時、2部の部門別会議が15時20分か

ら17時となっております。重ねてご出席の程、宜

しくお願い申し上げます。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥75757575,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,830830830830,000 ,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    ――――    

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

――――    次年度次年度次年度次年度幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    



・・・・4444 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：38383838 スタートスタートスタートスタート    

第 3回大阪大手前 RCゴルフコンペ 

   (池田カンツリー倶楽部) 

・・・・4444 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

15‐16年度のための地区研修・協議会 

   (大阪国際会議場 5Fメインホール) 

・・・・4444 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

5月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 24242424 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

新入会員歓迎会 

   (帝国ホテル 23階｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・5555 月月月月 5555 日日日日((((火・祝日火・祝日火・祝日火・祝日))))        9999：：：：00000000～～～～20202020：：：：00000000    

ロータリーフェスティバル 

   (大阪市中央公会堂) 

・・・・5555 月月月月 11115555 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 22222222 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢水仙の間｣) 

・・・・6666 月月月月 11112222 日日日日((((金金金金))))        11113333：：：：44440000～～～～    

新旧合同クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

・・・・6666 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

7月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

まず座禅の説明が有り、寒い中廊下で座禅が始

まり、来日生達も慣れない中頑張っていました。 

次に神秘的な護摩行をみせてもらい大変良い体

験になりました。 

地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2015年 4月 5日(日)9：30～14：00 

場所：神峯山寺(高槻市) 

毎年恒例になっている、高槻西ロータリークラ

ブ主催の座禅会が開催されました。 

来日学生 9名、派遣候補生 6名、ローテックス

6名、ホストファミリー2名、地区事務局員 1名、

ロータリアン 4名の多人数で参加しました。（河野

夫人も参加されました。） 

――――    地区青少年交地区青少年交地区青少年交地区青少年交換委員会報告換委員会報告換委員会報告換委員会報告    ――――    

最後に金光高校の生徒さん達より、お茶の体験

もさせてもらいました。近年、外国人は抹茶好き

のはずなのですが、これは苦手なようでした。 

を体感しましょう。最後の締めくくりは世界的な

エンターテナー歌手とバイオリニストの演奏で閉

幕です。ロータリーの存在と活躍を世に知らしめ

るためにも全員の参加をお願いします。 

毎年貴重な体験をさせて頂き、高槻西ロータリ

ークラブの皆様に感謝です。 

 

4444 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｣    

――――    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    ――――    



 国内ビジター 0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  27名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  3名 
<4 月 3 日の出席率 91.18％> 

Make up を含む 3/13 の出席率 96.67％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

らも私は子どもたちに伝えていきたい。真実かど

うか。みんなに公平か･････、｢四つのテスト｣｢ロ

ータリーの理念｣を。    

｢｢｢｢これが『こどもがつくる“みぶタウン”』だ！これが『こどもがつくる“みぶタウン”』だ！これが『こどもがつくる“みぶタウン”』だ！これが『こどもがつくる“みぶタウン”』だ！｣｣｣｣    

壬生ロータリークラブ壬生ロータリークラブ壬生ロータリークラブ壬生ロータリークラブ    

((((第第第第 2550255025502550 地区地区地区地区    栃木県栃木県栃木県栃木県))))    

12 月 21 日、ロータリー財団の地区補助金を活

用して、壬生町児童館の壬らいキッズ主催で開か

れた｢第 3回こどもがつくる“みぶタウン”｣を支

援しました。 

 当日は小学生以上が 209 人、幼児 19 人、大人

のスタッフ 89 人が参加。子どもだけで運営する

｢小さな町｣で遊びながら働くこと＝大人の町(社

会)を疑似体験する催しで、子どもたちの自主性、

社会性、協調性、生きる力を育み、お金の大切さ

や町の仕組みへの関心を高めてもらうことが目的

です。 

 子どもたちが考える町づくりのため、6 月から

10 回の準備会(全体会議)に当クラブ会員も参加

し、彼らの成長を見守ってきました。子どもたち

の自主性を尊重し、イベントを円滑に成功させる

には、私たちがどのように接するべきか。手出し

も口出しもせずに、子どもたちが安全に、期限内

に作業を仕上げられるよう見守る忍耐と思いやり

も必要で、私たち大人も勉強になりました。 

 子どもたちは皆で力を合わせれば、楽しく有意

義なビッグイベントを開催できることに自信を持

ち、達成感から、生き生きとした表情をあらわに

していました。これからも友達を大切に、協力し

合って社会貢献をしてもらいたい。全員が楽しみ、

成果を残し、親子の間でも教えられる部分、教え

る部分を体験できました。 

今回のプロジェクトの意義は大きく、さらに地

元の新聞やテレビでも取り上げられたので、ロー

タリーの活動も地域の人々に知ってもらえたと自

負しています。 

｢｢｢｢奉仕の喜び奉仕の喜び奉仕の喜び奉仕の喜び    ロータリーに感謝ロータリーに感謝ロータリーに感謝ロータリーに感謝｣｣｣｣    

豊中千里ロータリークラブ豊中千里ロータリークラブ豊中千里ロータリークラブ豊中千里ロータリークラブ    福田福田福田福田    みほ氏みほ氏みほ氏みほ氏    

((((第第第第 2660266026602660地区地区地区地区    大阪府大阪府大阪府大阪府    電気機器及材料電気機器及材料電気機器及材料電気機器及材料))))    

私が毎年、お正月の一日を救世軍希望館(児童養

護施設)の子どもたちとともに過ごすようになっ

て 10年余りになります。 

 この施設では家庭などに課題を抱える幼児から

高校生までの約 70 人が暮らし、地域の学校に通

っています。館長が最も心を砕いているのは子ど

もたちの心のケア。陸上やブラスバンド、ピアノ

などのクラブ活動も、自己評価の低い子どもたち

に、成功体験を通して自信を持たせ、劣等感を克

服させることが目的です。 

 年が明けると、子どもたちと館長夫妻、先生方

をホテルに招待し、｢新年お楽しみ会｣を開きます。

この日はピアノの発表会やブラスバンド演奏、コ

ーラスなど日ごろの練習の成果を披露してもら

い、子どもたちが主役になる一日。お楽しみはプ

ロのマジシャンによるマジックショーのほか、大

きなタイの姿造り、ステーキ、揚げたてのてんぷ

ら、盛りだくさんのスイーツ･････。最後に全員に

賞品が当たるビンゴゲームでお開きになります。 

 この行事を始めたきっかけは、ロータリーに入

会したことでした。クラブや仕事以外でも｢アイ・

サーブ(I Serve)｣で何かできることはないか、とい

つも考えていました。そんな時、ボランティアの

会の会長が、子どもたちとの出会いに導いてくだ

さいました。 

 ｢ありがとう｣｢ありがとう｣。お楽しみ会で朝の

出迎えの時から、夕方の見送りの時まで、子ども

たちから何度この言葉を聞くことでしょうか。年

の初めに、彼らの笑顔から元気をもらって｢ありが

とう｣を言うのは私の方なのに･････。 

 子どもたちによるチャリティー演奏会や演奏旅

行、介護老人保健施設の訪問といった活動へのサ

ポートも数年前に始めました。支援に感謝し、社

会に恩返しをしたいと考える彼らの姿勢には心を

打たれます。 

 この少子化時代に、子どもたちは国の宝物。ど

うか無事に成長して、健全な社会人として巣立っ

てくれることを願ってやみません。そしてこれか
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