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本年度RI会長であるK.R.ラビンドラン氏のRI

テーマは『Be a gift to the world』『世界へのプレ

ゼントになろう』です。 

氏は｢変革をもたらしたいなら、自分の存在の証

をロータリーに残すのではなく、ロータリーの存

在を世界に残すために、この一年を捧げてくださ

い。｣と、説かれています。 

●ポリオ撲滅 ●職業分類 というロータリーの

独自性をベースとしたクラブ中・長期の戦略計画

策定、ロータリー財団への寄附とその寄附を活用

した奉仕活動が具体的な RI重点活動で、それを

受けて立野純三ガバナーは｢変革を！ロータリー

を通じて奉仕(プレゼント)を！｣を地区方針に定

められ、 

●ポリオ撲滅 ●会員増強 ●ロータリー財団 

●戦略計画委員会 ●地区改革 

●人材育成 ●ITの活用を地区重点活動に掲げ

られました。 

これらの方針を受けて、本年度の大阪大手前ロ

ータリークラブのテーマは、『小さな奉仕(プレゼ

ント)を集めて大きな成果(プレゼント)にしよう』 

具体的な方針として 

①メンバー各人が自分の出来る範囲でロータリー

活動に真剣に取り組む。 

②クラブの組織強化を短期と中・長期に分け各々

検討する。 

③クラブの財政基盤を見直し、健全な運営を目指

す。 

④老若男女さまざまな人に入会を促し、より活力

あるクラブを目指す。 

⑤我がクラブに在籍

している事に、誇りと

喜びを持てるクラブ

を目指す。 

 今年度は三世代ク

ラブ合同社会奉仕事

業のホストクラブと

なっており、事業の骨

子も既に出来ています。物品を寄贈する事業では

なく、我々自身が、身体を動かし、汗をかく事業

にしたいと考えています。 

その他の事業に関しても極力お金をかける事無

く、充実した内容となるように、皆で創意工夫し

て参ります。 

各事業の成功は会員皆様の多くの協力と出席な

くしてはあり得ません。会員増強も会員一人一人

が積極的にアンテナを張り知人に声掛けをして頂

かなければ純増は困難です。 

皆で少しずつ真剣にロータリー活動に取り組み

ましょう。全会員が例会や奉仕活動、親睦の行事

等に参加することによって、心から楽しみ、満足

できるクラブになると思います。 

地区から提案のあったクラブ戦略計画委員会を

立ち上げました。クラブ設立の頃の理念を振り返

りながら将来のクラブのあり方も検討して参りま

す。 

微力ながら精一杯頑張りますので、皆様の御協

力を心からお願いします。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2015 年 7 月 3 日 第 1549 回例会 

会会会会    長長長長            中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    
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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    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    
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BeBeBeBe    a gift to the worlda gift to the worlda gift to the worlda gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    



朝槻・・・マルユッカちゃんというすばらしい

交換留学生の方にお目にかかれ、お

別れが寂しいです。ありがとうござ

いました。銀閣寺でおしゃべりした

パオラちゃんにも楽しみにしていま

す。 

福井・・・1年間ご苦労様。 

長谷・・・金髙会長、大本幹事、おつかれさま

でした。次年度会長中林様、竹森幹

事、よろしくお願いします。 

犬伏・・・最終例会記念。 

金髙・・・一年間お世話になりました。 

鹿野・・・会長、御苦労様でした。 

河野・・・金髙会長、大本幹事、一年間お疲れ

様でした。 

松田・・・金髙会長、大本幹事、一年間お疲れ

様でした。 

松浦・・・金髙会長、大本幹事、一年間ありが

とうございました。中林会長エレク

ト、竹森次年度幹事、宜しくご指導

下さい。 

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    

三木・・・金髙会長、大本幹事、一年間ご苦労

様でした。楽しかったです。 

村上・・・金髙先生、ごくろうさん。 

中林・・・金髙会長、大本幹事、お疲れ様でし

た。 

中村(匡)・今年度の役員の皆様、御苦労様でし

た。新年度の役員様、よろしくお願

いします。 

中村(不）・金髙会長、大本幹事、一年間ご苦労

様でした。お疲れ様！！有難うござ

いました！！ 

中野・・・金髙会長、大本幹事、一年間お疲れ

様でした。 

中田・・・金髙会長、大本さん、ありがとうご

ざいました。 

西尾・・・金髙会長、大本幹事、一年間お疲れ

様でした。 

岡田・・・金髙会長、大本幹事、一年間ありが

とうございました。 

岡本・・・金髙会長、大本幹事、ごくろうさま

でした。 

大蔭・・・一年間本当にありがとうございまし

た。 

大本・・・大手前 RC の皆様、一年間本当にあ

りがとうございました。 

佐々木(宏)・一年が経つのは本当に早いです。会

長、幹事、おつかれ様でした。もう一

年いかがですか？ 

佐々木(裕)・明日甲子園が晴れますように。 

関・・・・金髙会長、大本幹事、ご苦労様でし

た。 

瀬尾・・・一年間お疲れ様でした！ 

曽我部・・最終例会です。理事・役員・各委員

長の皆様、御苦労様でした。 

一年間本当に皆様お世話になりました。 

――――    ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録ノミニー臨時理事会議事録    ――――    

 

 

◎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(7(7(7(7 月月月月 11110000 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    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    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣♪｣♪｣♪｣♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢五｢五｢五｢五大大大大奉仕委員長方針発表｣奉仕委員長方針発表｣奉仕委員長方針発表｣奉仕委員長方針発表｣    

クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

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        曽我部律夫曽我部律夫曽我部律夫曽我部律夫    

社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長        辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員            長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

青少年青少年青少年青少年奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

･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」」」」    

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

･お祝い･お祝い･お祝い･お祝いと表彰と表彰と表彰と表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢年頭における私の決意と抱負年頭における私の決意と抱負年頭における私の決意と抱負年頭における私の決意と抱負｣｣｣｣    

会長会長会長会長    中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」ランゲ「幸福」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

日 時：2015年 6月 26日(金) 

審議議案： 

１．7 月からロータリーレート 1 ドル＝124 円に

なる為、会費等変更になる旨、承認。 

２．次年度行事計画について広報委員会担当卓話

を 3月 25日に変更する旨、承認。 

３．7月 10日の米山奨学生歓迎会において家族も

参加可能とする旨、承認。 



親睦活動委員親睦活動委員親睦活動委員親睦活動委員    鹿野鹿野鹿野鹿野    浩一浩一浩一浩一    

日時 2015年 6月 26日 

◆会長挨拶 

一年間無事に会を運営できました。長いよう

で短い一年間でした。今年は会員数を純増する

ことができました。これもみなさんの協力のお

かげです。まだ任期は数日残っていますのでそ

れまで勤めたいと思います。 

先日、マルユッカさんが在籍していた千里高

校に行って来ました。素晴らしい環境の高校で

先生達もマルユッカさんのことをたいへん褒め

ていました。 

◆幹事挨拶 

みなさんのおかげで無事、幹事の職を勤めら

れました。任期中のみなさんの叱咤激励には感

謝しています。 

◆各委員会委員長 

◆一年間の活動報告 

◆村上会員紹介 

長谷会員の紹介で入会されました。長い間、

児童福祉、高齢者福祉に携わってこられた方で

す。地域とも野菜作りなどを通して良好な関係

を築いておられます。皇室ともゆかりがあり、

ロータリーの中心となられる人材です。 

◆マルユッカさん挨拶 

一年間ありがとうございました。この一年間

は私の生涯の中で一番楽しい一年でした。ぜひ

もう一度日本に戻りたいと思います。 

◆次期会長挨拶 

これから一年間一生懸命に頑張ります。私は

褒められて伸びるほうなのでよろしくお願いし

ます。最初の例会はたいへん緊張すると思いま

す。 

◆次期幹事挨拶 

今年度の幹事を超えるように頑張ります。 

◆会長、幹事に花束贈呈。 

次期会長、次期幹事に会長、幹事よりの引き

継ぎ。 

◆ソング委員長の指揮のもとロータリーソングを

歌って閉会。 

追記 会長、幹事様一年間ほんとうにご苦労様でし

た。 

こんにちは。今年の交

換留学生のマルユッカ・

ピーロネンです。 

来月、フィンランドに

帰らなければならないと

いうことで、26日の夜例

会は私の最後の例会にな

りました。皆様にもう一

多田・・・金髙会長、大本幹事、一年間お疲れ

様でした。 

竹森・・・金髙会長、大本幹事、一年間ご苦労

様でした。ありがとうございました。 

辻村・・・金髙会長、大本幹事、一年間おつか

れ様でした。 

山本・・・最終例会、金髙会長、大本幹事、お

疲れ様でした。次期会長、幹事宜し

くお願い致します。 

――――    青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告    ――――    

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    

回お会いすることができて、とても嬉しく思いま

す。 

たったこのほぼ１年間、大変お世話になりまし

た。いろいろなことでいっぱいの１年間でしたが、

ロータリーのお陰様でこれまでの人生の一番楽し

い１年間になりました。ご心配やご迷惑をおかけ

してしまったこともありましたが、私のことをい

つも笑顔で優しくしてくれた皆様に心から感謝し

ています。 

別かれは辛いのですが、また日本に戻りたいと

いう気持ちはとても強いので、そのときお会いで

きますように願っております。 

皆様にお礼を申し上げたいと思います。本当に

ありがとうございました。 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥108108108108,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2,2,2,2,37373737,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

――――    最終例会最終例会最終例会最終例会・・・・懇親会報告懇親会報告懇親会報告懇親会報告    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 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  2名    会 員 欠 席  3名 

<6 月 26 日の出席率 91.67％>  

Make up を含む 6/5 の出席率 90.32％ 

――――    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    ――――    

――――    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    ――――    

2014201420142014～～～～15151515年度青少年奉仕委員長年度青少年奉仕委員長年度青少年奉仕委員長年度青少年奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

2015 年 6 月 25 日(木)大阪府立千里高等学校へ

青少年交換留学生の受入頂き、約一年間お世話に

なった御礼を伝えに行ってまいりました。 

授業終了後で帰宅学生とすれ違いましたが、皆

さん丁寧な挨拶をして頂き教育が行き届いている

と、いつも感心します。 

会議があり、担当の先生がご対応していただき

ました。マルユッカさんの評価は極めて高く、学

校生活も充実していたんだとあらためて思いまし

た。地区よりの感謝状を金髙会長から贈りました。

マルユッカさんは 7 月 1 日で最終授業を受け、7

月 9 日修了式に出席して無事に交換留学プログラ

ムを終えられます。 

参加頂きました、金髙会長、大本幹事、河野会

員ありがとうございました。 

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

・・・・7777 月月月月 10101010 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

米山奨学生歓迎会 

   (厨房開花 柑子家(こうじや)) 

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

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｣) 

・・・・8888 月月月月 7777 日日日日((((金金金金))))        11116666：：：：00000000～～～～    

大手前整肢学園盆踊り大会 

   (大手前整肢学園) 

・・・・8888 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

・・・・9999 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))        9999：：：：00000000～～～～    

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (須磨海浜水族館) 

｢地域の名所に樹名板設置｣｢地域の名所に樹名板設置｣｢地域の名所に樹名板設置｣｢地域の名所に樹名板設置｣    

行田さくらロータリークラブ行田さくらロータリークラブ行田さくらロータリークラブ行田さくらロータリークラブ    

((((第第第第 2570257025702570 地区地区地区地区    埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県)))) 

 当クラブでは 2 月 25 日、忍城址から水城公園

にかけて植えられている樹木に、会員の手で樹名

板 53枚を設置しました。 

 当クラブで第三版を発行した『行田さくらマッ

プ』に載っている桜の種名、栽培品種名のほか、

子どもたちが興味を持ちそうなメタセコイアなど

の木、散歩の方々の目につく樹木に樹名板を取り

付けました。 

 3月 29日には、設置した樹名板と『行田さくら

マップ』の披露のために、記念のウォーキングを

実施し、クラブ会員のほか、50人を超える市民の

参加がありました。 

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 7777 月号より月号より月号より月号より    ――――    

 

 

 

中村 不二（15日）中田 圭子（17日） 

金髙 好伸（11日） 

田 中  健 日本セロンパック(株)   （1947） 

上野 勝巳 (株)阪南ビジネスマシン  （1948） 

福井 教男 (株)関西ランバー      （1987） 

・7ヶ年皆出席表彰 

河野 裕一 

――――    青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会報告報告報告報告    ――――    


