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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    

先週土曜日、西尾会員のご紹介で交野カントリ

ークラブにおいて第4回ゴルフ同好会コンペが開

催され、私もへたくそながら参加させていただき

ました。 

昨年7月、本年度はすべての同好会コンペに参加

すると誓いを立て、会長年度だけはゴルフを続け

ると励んでまいりましたが、そのかいもあってか、

最終回でようやくゴルフらしいスコアに近づいて

まいりました。 

通常例会での会長挨拶も次週が最終です。ゴル

フと同じく会長の職務にようやく慣れてきたとこ

ろで大変残念ですが、あと半月気持ちを引き締め

て頑張っていきたいと思いますので、ご協力よろ

しくお願い致します。 

 国内ビジター 0名   会 員 数  37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  28名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  3名 

<6 月 12 日の出席率 91.67％>  

Make up を含む 5/22 の出席率 93.55％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

1 本日例会終了後新旧合同クラブ協議会開催。 

2 ネパール大地震災害支援募金 

5/22分 24,711円 

5/29分 19,430円 

合計 44,141円を地区に送金しました。ご協力あ

りがとうございました。 

次週、6月 19日 7月度定例理事会を開催致しま

す。理事・役員の方々御出席お願い申し上げます。

なお、委員会等審議事項がございましたら、早め

のご提出をお願い申し上げます。 

――――    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    ――――    
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2015 年 6 月 19 日 第 1547 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

◎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((((6666 月月月月 26262626 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    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

･最終例会･最終例会･最終例会･最終例会（（（（11118888：：：：00000000～～～～    ））））    

･懇親会･懇親会･懇親会･懇親会（（（（18181818：：：：33330000～～～～    ））））    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢琵琶湖周航の歌｣琵琶湖周航の歌｣琵琶湖周航の歌｣琵琶湖周航の歌｣♪♪♪♪    

･特別卓話･特別卓話･特別卓話･特別卓話    

｢｢｢｢一次救命処置～心肺蘇生とＡＥＤの使い方一次救命処置～心肺蘇生とＡＥＤの使い方一次救命処置～心肺蘇生とＡＥＤの使い方一次救命処置～心肺蘇生とＡＥＤの使い方｣｣｣｣    

大阪市北消防署大阪市北消防署大阪市北消防署大阪市北消防署    救急隊員救急隊員救急隊員救急隊員    

････7777 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    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」」」」    

――――    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    ――――    

日 時：2015年 6月 12日(金) 

審議議案： 

1．青少年奉仕委員会より別紙の通り歓送迎会を開

催する旨、承認。 



｢｢｢｢私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！｣｣｣｣    

岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

大阪大手前ロータリークラブメンバーに思う 

入会して 12 年経った今、メンバーの皆様に対す

る私の思い 

◆大本 達也会員 

昨年新年度が始まった時はどうなることかと心配

いたしましたが、頑張ってここまで来られました。

ガバナー訪問を欠席されることが分かった時、む

ちゃくちゃ怒鳴ってすみませんでした。大手前整

朝槻・・・グアムの日本人に美しい誇りを！！と励

まして来ました。日々の出会いに感謝。 

長谷・・・先日欠席のおわび。犬伏さまお帰りな

さい。待ってました。 

金髙・・・先週ゴルフコンペ楽しかったです。西尾

様、同好会の皆様お世話になりました。 

木村・・・お久し振りです。 

松浦・・・犬伏さん、おかえりなさい。そしてこれ

からも当クラブを宜しくお願いします。 

三木・・・ゴルフコンペで馬が当たりました。あ

りがとうございます。 

村上・・・友人の退院を祝して。 

中林・・・久しぶりのゴルフコンペ、優勝させて

頂きました。次年度幹事頑張ります！ 

中村(不)・佐々木さん、松浦さん、ご苦労様でし

た。楽しいゴルフでした。 

中田・・・岡本さん、卓話楽しみです。ゴルフ次

回はぜひ！！ 

岡田・・・1 年ぶりにゴルフ同好会幹事に復帰し

ました。幸せ過ぎます。 

岡本・・・本日卓話よろしくお願いします。 

大本・・・ゴルフ同好会の皆様、北村会員、あり

がとうございました。新旧クラブ協議

会よろしくお願いします。岡本会員、

卓話楽しみです。 

田中・・・お久しぶりです。 

山本・・・岡本さん、卓話楽しみです。 

肢学園のクリスマスバザーで、みんな頑張って販

売している時にそんなことは気にせず先に焼きそ

ばを食べているところをみつけ、怒鳴ってすみま

せんでした。あと例会も今日を含め 3 回です。最

後まで頑張ってください！ご苦労様でした！ 

◆佐々木 宏会員 

私の祖父の時代からお付き合いいただいておりま

す。以前ロータリーの会長をされた時、大きな変

革をされました。大きな会社を経営されており、

最近会長に就任されたと同時に出席免除を申請さ

れ、奥様と旅行三昧されています。旅行がお好き

で、ツアーには入らずご自分で細かく計画されま

すメンバーに対してとても面倒見が良い方です。 

◆関 謙二会員 

関会長の時に幹事をさせていただきました。私が

血圧の薬を飲み始めたのはこの頃です(笑)。当時

会長挨拶などを夜遅くまで考えておられ、真剣に

会長を勤められました。幹事をさせていただき、

お蔭様でたくさんのことを学ばせていただきまし

た。感謝いたします。私が会長の時は是非お手伝

いください！ 

◆瀬尾 公一会員 

一緒に飲ませていただくと本当に楽しい 2 歳年上

の先輩です。現在お仕事がお忙しいですが、参加

できる時はいつもご協力いただいています。台北

には毎年参加されています！長谷会員、山本えつ

こ会員のポーターとして(笑)。次次年度私が会長

を仰せつかっておりますが、その幹事役をお願い

しました。快諾いただき、頼もしい方です。 

◆曽我部 律夫会員 

大手前の生き字引と言われつづけて 31 年。何で

も相談に乗っていただけるすばらしい大先輩で

す。少し泣き虫ですが(笑) 。話がいつも面白く場

を和ませる達人です！ 船でのご旅行がお好きで、

奥様と仲良く楽しんでおられます。うらやましい

です。これからもずっとお元気で活躍していただ

きたいです。大手前 50 周年実行委員長をされる

予定です(笑)。 

◆多田 秀觀会員 

クラブの書類、冊子などの紙ではいつもお世話に

 

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

――――    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    ――――    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥44449999,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2,2,2,2,215215215215,000 ,000 ,000 ,000 ----＞＞＞＞    



なっております｢ロータリアン｣と｢マタギ｣二つの

顔を持たれています。サバイバルの達人です！い

つもしっかりした意見をはっきり言われ、良い勉

強になります。里山事業はいつも多田会員にお世

話になっております。 

◆竹森 敏麿会員 

次年度幹事役で頑張られます。今も準備など頑張

っておられます。言いたい放題の中林会長の元、

頑張ってください！ クラブでは青少年の関係で

特に積極的に動いてくれています。少しマイナス

思考の部分もありますが、なんやかやと言いなが

らも何でもやり遂げてくれ、頼りになります。根

性はあります！ いっしょにサッカーをやってい

ます。同居人はネコちゃんです！(笑) 

◆田中 健会員 

私が入会した時、初めて北新地のステーキ屋さん

に連れて行ってくれました。その時の肉の味は最

高でした。ロータリーってやはりすごい方ばかり

だなあと感心しました。今も頻繁に海外旅行をさ

れているとお聞きしました。これまたうらやまし

いです。年齢に対しあまりにもお元気です。みん

なの目標です！ 

◆辻村 和弘会員 

泣き虫。理事会で泣いたのは辻やんが初めてです。

体は巨大ですが、やさしい辻やんです。優しすぎ

て女性への押しがもう一歩(笑) 。今はマリオに似

ていますが、高校の時はモテたそうです(笑)(自伝) 

◆上野 勝巳会員 

以前野球などはよく参加されましたが、もう少し

例会や事業でお顔を拝見したいです！ 話すと気

さくで紳士な上野会員です。飲みにお誘いすると

来てくれます。皆さん、どんどんお誘いしてくだ

さい！ 

◆山本 依津子会員 

どこにいてもわかります！ それだけの存在感。長

谷会員といっしょですとさらに UP～ちょっとう

るさい時もあります(笑)が、場を明るくされます。 

真面目にロータリーの事業や委員会活動に取り組

んでおられ、回りの方々が自然に巻き込まれるこ

とになります。クラブを明るくしてくれる、なく

てはならない存在です！ 

◆鹿野 浩一会員 

一緒に台湾に行き、より親しくなりました。気さ

くな方で、お話のしやすい明るい方という印象で

お酒はほとんど飲まれませんが、宴会などよく出

席されます。私より 3歳上の先輩です。入会され、

8 月で一年が経ちますが、これからもよろしくお

願いいたします。 

◆佐々木 裕(ゆたか)会員 

大阪青年会議所の同期でしたが、佐々木さんは熱

心に活動されておられましたので、そのネットワ

ークは私とは雲泥の差があります。入会されてま

もなく、ロータリーの先輩としてお声掛けさせて

いただきましたら、逆に JC の同期会に来ません

か、とお誘いいただいてしまいました(笑)。今は

少しまだおとなしくされておられますが、きっと

すごい方だと思います。皆さん、飲みにお誘いし

てください。 

◆村上 五百子(いほこ)会員 

先日の北村委員長が開催された会員研修事業に積

極的に参加されておられました。真剣にロータリー

のことを学ぼうという姿勢がすばらしかったです。

自己紹介のスピーチでもそうでしたが、いつも落ち

着いて言葉を選んで話され、すごいなあと思いま

す。本日たまたま隣に座らせていただき、たくさん

お話を聞くことができ、うれしい限りです！ 

◆黒田 早百合事務局員 

お菓子好き、料理好きです。料理の資格も勉強し

て取られました。曲がったことはきらいで、正論

一本やり！①出欠の返信の遅いかたには厳しい②

原稿提出の遅い人に厳しい。ロータリーでのスト

レスを購買意欲に転換させて大いに買い物をして

おられます。ピアニストで、毎晩夜中に家で練習

し、スキルアップされています。何十年も勤めて

おられ、RCのことを何でも知っておられます。｢事

務局がしっかりしているクラブは会員のスキルが

低い｣と言われます。皆さん、できるだけ頼らずに

自分たちでやりましょう！ 

 ※以上、一方的に私が感じるままお話ししまし

た。失礼がございましたらお許しください。 

 



・・・・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｣) 

・・・・6666 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        18181818：：：：00000000～～～～    

最終例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・7777 月月月月 15151515 日日日日((((水水水水))))        11118888：：：：33330000～～～～20202020：：：：30303030    

交換留学生歓送迎会 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・7777 月月月月 17171717 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｣) 

・・・・7777 月月月月 31313131 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｣) 

次に来日学生による出し物があり、それぞれ学

生たちが日本語の歌を披露しました。我がクラブ

の来日学生マルユッカは、NHK連続ドラマ｢マッ

サン｣の主題歌である｢麦の歌｣を、ご存知のように

完璧な日本語で歌い大喝采でした。その後、来日

学生一人一人に修了書が手渡されました。 

100 名を超える皆様にご参加いただき大成功の

会となりましたが、最後に閉会の挨拶を直前委員

長として任されました私は、皆さんの期待どおり

やはり泣いてしまいました(笑) 

最後に私事で恐縮ですが、この 5 年間地区青少

年交換委員会に出向させていただき、沢山の人々

と出会い、色々な事を学ばせてもらい、本当に有

意義な 5 年間でした。皆様本当に有難う御座いま

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：27年 6月 13日(土) 

場所；ガバナー事務所 

◆ローテックス総会 13：00～14：00 

 本年度は委員の役割としてローテックスの担当

を担いました。本年度役員の 1年間の総括をそれ

ぞれが文章提出したものを読み上げ、その後次年

度役員の決意文書がそれぞれ読み上げられまし

た。決算も与えられた予算できっちりと収めてく

れ、実に頼もしい存在です。 

次年度は竹森会員が、この役割を引き継いで担

って頂きます。 

◆第 11回青少年交換委員会 14：00～15：00 

 本年度最後の委員会となりました。派遣候補生の

進捗状況については、一人だけまだ相手国よりの書

類が届いていませんがほぼOKで一安心です。 

次年度委員の方も出席され、次年度の委員会内

での役割が発表されました。人数は増えるのです

が、ベテラン委員が数名抜けるので少し心配です

が、外国語に堪能な方も多数おられるので、安心

してお任せして大丈夫だと思います。 

◆第 7回派遣候補生オリエンテーション 

15：00～17：00 

 こちらも本年度最後のオリエンテーションとな

りました。この後に行われる歓送会で発表する英

語でのスピーチを、練習でやってもらいましたが、

皆今まではより声も大きく内容もしっかり考えて

きていて安心しました。その後のローテックスと

の意見交換では、先輩達の実体験での貴重なアド

バイスを真剣に聞き入っていました。 

◆来日学生・派遣生歓送会 17：30～20：00 

場所：シティプラザ大阪 

 今年度委員会としての最後の事業となりまし

た。ローテックスが全てを企画し、司会進行も行

ってくれました。 

まずは、派遣候補生が英語でのスピーチをそれ

ぞれ行いました。大勢の人がいたせいか練習より

は少し出来は悪かったですが、皆の一生懸命な姿

に会場は拍手喝采でした。 

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

 

――――    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    ――――    


