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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    

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 4名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   9名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  24名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 

<7 月 10 日の出席率 87.10％>  

Make up を含む 6/19 の出席率 100.00％ 

１．本日、13時 40分より三クラブ合同事業会議

を｢竹の間｣にて行います。三クラブ会長・幹

事・社会奉仕委員長、ご出席ありがとうござい

ます。 

２．7月 17日(金)13時 40分より 8月度定例理事

会を開催致します。審議事項がございました

ら、お早目のご提出をお願い申し上げます。 

３．7月 31日(金)クラブ協議会を開催致します。

各委員会の皆様、ご出席お願い致します。当日

ガバナー補佐のご臨席が御座いますので、宜し

くお願い申し上げます。 

先日(7月 9日)天満橋 RCに竹森幹事と共に、会

長就任のご挨拶に行って参りました。ちょうどク

ラブ協議会を開催される日でしたので、勉強がて

ら見学させていただきました。 

 例会、クラブ協議会共にどっしりとした重厚な

印象を受けました。 

 そして本日(7月 10日)は、その天満橋 RCより

山本会長、中野幹事、中之島 RCからは嶽下会長、

檜皮幹事がお越し頂いております。ありがとうご

ざいます。どうぞごゆっくりおくつろぎ下さい。 

良くない御報告があります。先週、北村会員が

アキレス腱を切断されました。今週火曜日に手術

され、無事に終わったとの事でしたが、昨日(7月

9日)まではやはり術後の痛みがあったそうです。 

この後 5週間装具を付けるそうです。そのあと

リハビリを行い、元に戻るまで 3ケ月程度かかる

との事でした。一日も早い北村会員の復帰を心よ

り願うところです。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2015 年 7 月 17 日 第 1551 回例会 

◎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 24242424 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン大手前そだちのロータリアン｣♪｣♪｣♪｣♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢マジック業界を変える！」マジック業界を変える！」マジック業界を変える！」マジック業界を変える！」    

株式会社マジックポット株式会社マジックポット株式会社マジックポット株式会社マジックポット    

取締役副社長取締役副社長取締役副社長取締役副社長    征矢征矢征矢征矢    竜太朗氏竜太朗氏竜太朗氏竜太朗氏    

((((大本大本大本大本    達也会員紹介達也会員紹介達也会員紹介達也会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「小さなさすらい人小さなさすらい人小さなさすらい人小さなさすらい人」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

2012012012015555－－－－2012012012016666 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    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    

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

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a 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    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢うみうみうみうみ｣♪｣♪｣♪｣♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢『あべのハルカスの建設』＋『建設業界の動向』『あべのハルカスの建設』＋『建設業界の動向』『あべのハルカスの建設』＋『建設業界の動向』『あべのハルカスの建設』＋『建設業界の動向』｣｣｣｣    

竹中工務店竹中工務店竹中工務店竹中工務店    竹和会前会長竹和会前会長竹和会前会長竹和会前会長    

深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長深阪工務店代表取締役社長    深阪深阪深阪深阪    好孝好孝好孝好孝氏氏氏氏    

((((大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝会員紹介政勝会員紹介政勝会員紹介政勝会員紹介))))    

････8888 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    フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」    



大阪天満橋RC会長 山本喬一氏、幹事 中野格氏 

・・・今年度一年間宜しくお願いいたします。 

大阪中之島 RC会長 嶽下勇治氏 

・・・宜しくお願いいたします。 

長谷・・・大阪天満橋 RC、中之島 RC 会長、幹

事様、ようこそいらっしゃいませ。よ

ろしくお願いします。 

金髙・・・天満橋 RC、中之島 RC の会長、幹事

様、ようこそいらっしゃいました。 

木村・・・竹森さん、出席の勧誘の FAX、有難う

ございました。 

小林・・・天満橋 RC、中之島 RC会長、幹事様、

ようこそ。 

久保・・・早く来れました。 

松田・・・大阪天満橋 RC、中之島 RC 会長、幹

事様、ようこそいらっしゃいました！

本年度もよろしくお願い申し上げま

す。 

松浦・・・大阪天満橋 RC 会長、幹事、そして大

阪中之島 RC 会長、幹事、ようこそご

出席ありがとうございます。今後とも

宜しくご指導下さい。 

中林・・・天満橋 RC からおこしの山本会長、中

野幹事、中之島 RC からおこしの嶽下

会長、檜皮幹事、ようこそおこし下さ

りました。 

岡本・・・大阪天満橋 RC、大阪中之島 RC会長、

幹事様、ようこそお越し下さいました。 

佐々木(宏)・妹は幹事、私は出席免除、攻守交替で

す。よろしく！！ 

佐々木(裕)・天満橋 RC 会長、幹事様、中之島 RC

会長、幹事様がお見えなので。 

瀬尾・・・天満橋 RC 山本会長、中野幹事、よう

こそ。 

曽我部・・大阪天満橋 RC、大阪中之島 RC の会

長、幹事様を歓迎して。 

竹森・・・大阪天満橋 RC、大阪中之島 RC会長、

幹事様、お越し頂きありがとうござい

ます。宜しくお願い致します。 

田中・・・金髙前会長、1年間ご苦労さんでした。

中林会長、1年間がんばって下さい。 

山本・・・天満橋会長、幹事様、中之島会長、幹

事様、ようこそお越し下さいました。 

――――    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    ――――    

･広報委員会･広報委員会･広報委員会･広報委員会    

委員長委員長委員長委員長    大蔭大蔭大蔭大蔭    政勝政勝政勝政勝    

『ロータリーの友』のご案内 

7 月号では RI 会長 K.R.ラビンドランさんの紹

介とガバナーの横顔が掲載されています。 

RIのテーマ｢Be a Gift to the World｣や PAY IT 

FORWARD(恩送り)について美しいコロンボの茶

農園の写真とともに載っています。第 2660 地区

ガバナー立野純三さんについては 35 ページに、

その他｢ロータリーの友｣の歴史的変遷、花壇・俳

壇・柳壇、また｢卓話の泉｣では気になる肥満につ

いて解決のアイデアが掲載されています。是非ご

購読下さい。 

我クラブにも中林新会長の下、7 月より肥満解

消・健康増進対策で《-10 パーセントクラブ》を

発足させました。1 年間で体重‐10％の高い目標

を掲げ、現在申し込み受け付中です。 

なお『ロータリーの友』電子版の閲覧方法もご

確認ください。 

････社会社会社会社会奉仕奉仕奉仕奉仕委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘 

8月 7日(金)16：00より、大手前整肢学園にて、

毎年恒例の盆踊り大会が開催されます。昨年に引

き続きかき氷も行いますので、多数のご参加お願

い致します。    

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

◆クラブ奉仕委員会◆クラブ奉仕委員会◆クラブ奉仕委員会◆クラブ奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

五大奉仕委員会の第一部門であるクラブ奉仕委

員会の役割について文献には｢クラブの機能を充

実させる為に、クラブ内で取るべき行動に関わる

ものである｣と記されている。 

さらに文献のページを読みすすめると｢企業組

織に例えると、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥72727272,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥169169169169,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    ――――    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    ――――    

日 時：2015年 7月 10日(金) 

審議議案： 

１．別紙の通り、北村光司会員の出席規定適用免

除の承認。 

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    

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



青少年奉仕が営業部門でクラブ奉仕は、その営業

部門を支える管理部門に相当する｣とも記されて

いる。 

この考え方に基づき、各奉仕部門で充実した事

業が実施できるよう連携を取りながら、この一年

間、関わっていきたいと思う。 

また各部門で実施される事業に関して、限られ

た会員だけが参加するのではなく、当クラブの会

員全員が参加し、皆で汗を流せる環境づくりにも

注力したい。 

◆職業奉仕委員会◆職業奉仕委員会◆職業奉仕委員会◆職業奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

ロータリーでは各会員がそれぞれの専門職種に

携わる時には｢四つのテスト｣に基づいて行動し、

その職業を通じて世の中に奉仕すると云う職業奉

仕と云う考え方があり、これが他のいかなる団体

とも大きく異なる特徴であります。クラブの委員

会は各会員にそのための一助となることを目的と

して以下の事業を行います。 

１）月初例会に事業所創立記念日を紹介し、記念

品をお渡しする。 

２）1 月の職業奉仕月間中の例会でのロータリー

ソングは毎回｢四つのテスト｣とし、委員会卓話

またはクラブ・フォーラムを行う。 

３）有意義な企業見学会を企画。 

４）出前授業の計画を始動。 

５）週報に職業奉仕に関する記事を掲載する。 

事業とは別件ですが…。大阪北 RCから提案さ

れ、当地区全クラブの意見を聴取して、昨年度の

地区大会で RIに送られることが決まりました即

ち｢RI定款第 5条会員、第 2節クラブの構成(a)の

(6)にある『仕事をしたことがない人』を削除する

と云う制定案(即ち職業に就いたことのない人を

正会員として認めない)が、来年 4月の RI規定審

議会で立法案として審議されますので、この行方

にご注目願います。    

◆社会奉仕委員会◆社会奉仕委員会◆社会奉仕委員会◆社会奉仕委員会    

委員長委員長委員長委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

本年度は大きな事業として、3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、9月

に大手前整肢学園の児童 50名を須磨海浜水族館

へ招待する事業を計画し、すでに地区補助金の申

請も済ませております。 

また、例年行っております事業も継続して行って

いきたいと思いますが、事業先の片寄りが考えら

れる為、新規事業先の開拓もしていきたいと思い

ますので、 

ご協力宜しくお願い致します。 

◆国際奉仕委員会◆国際奉仕委員会◆国際奉仕委員会◆国際奉仕委員会    

委員委員委員委員    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代    

今年度の国際奉仕委員会は下記の通り活動を実

施します。 

1．台北百齢 RC 

・短期交換留学生事業留学生派遣の実施(8月）。 

2 月に留学生の募集をして 1 名の希望があり

ました。 

金髙会員のお嬢様の金髙紗奈(SANA KANETAKA)

さんが留学します。 

留学生の学校は 8/3から 8/31。 

授業の始まる前の 7月 31日に台北まで引率、

授業の終わる 8月末にお迎えに行きます。 

・当クラブ周年例会への招待及び接遇(4月)。 

・国際奉仕プロジェクト(旧WCS)事業の実施。 

・周年記念例会への参加(6月)。 

2．ハワイカハラサンライズ RC 

・例会への参加に関しては検討するが未定。 

・当クラブ周年例会への招待及び接遇(4月)。 

・国際奉仕プロジェクト(旧WCS)事業について

は現時点では実施しない。 

3．2016年 5月 28日から 6月 1日に韓国・ソウ

ルで開催されるロータリー国際大会の参加募

集 

◆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    

委員長委員長委員長委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

本年度、青少年奉仕委員長を努めさせていただき

ます中田圭子です、一年間よろしくお願いいたし

ます。 

「変革！ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）

を！」をスローガンに、次世代を担う青少年の活

動を支援します。福井会員、北村会員、久保会員、

村上会員、中村不二会員、中野会員、佐々木裕会

員、大蔭会員、上野会員みなさまの力をお借りし

まして、次の活動をいたします。 

① 青少年交換・ニコニコキャンプ・RYLA・ロ

ーターアクト・インターアクトこれらのプロ

グラムへ参青少年プログラムへの支援 

② 各プログラムへ参加する若者を会員から積極

的に募り、推薦、支援します。 

③ その他、大手前整肢学園ボランティアを励ま

す会開催・尼崎学園対象事業の実施 

 



――――    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    ――――    

米山奨学副委員長米山奨学副委員長米山奨学副委員長米山奨学副委員長    多田多田多田多田    秀觀秀觀秀觀秀觀    

4月より受入れしていた、イタリアからの留学生 

パオラ・アゴスティーニ の歓迎会を 7月 10日に

福島の柑子家で 18：30より開きました。 

当日は、小林会員が早めに駆けつけてパオラの浴

衣の着付けを行っていただきました。珍しい柄の浴

衣までいただいて、そのうえそれを綺麗に着付けて

もらってパオラも大満足でした。 

パオラは自分の為に開いてもらったパーティを

自覚して、テーブルを順に回って友好を深めていま

した。三木会員の奥さんはイタリア語を習っておら

れるとかで、イタリア語の会話も弾んでいたようで

した。中林会長の持ち込まれた三線にも興味津々で

・・・・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 14141414 日日日日((((金金金金))))            

  休会 

・・・・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 4444 日日日日((((金金金金))))            

臨時総会 

   (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) 

・・・・9999 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

・・・・9999 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))            

  休会 

幹事幹事幹事幹事    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

2014 年 8 月 3 日からフィンランドへ交換留学し

ていた、坂田成実さんが 7月 12日 8時 55分関西国

際空港に到着し、いっぱい荷物を持って帰ってきま

した。元気な笑顔で帰国した姿を見てホッとしたの

と、少したくましくなった様な気がしました。 

7月 17日(金)例会へ挨拶に来て頂きます。また、

改めて交換留学で学んだことを報告して頂きます。

まずは無事に帰国されて何よりです。7月 15日に歓

送迎会で色々な話が聞けるのも楽しみです。 

④ 青少年奉仕月間の担当卓話の実施 

その他、社会奉仕委員会と連携を取り各種事業を

実施します。 

「全てのロータリアンは、若い人々が抱えるさま

ざまなニーズを認識し、彼らの人間的・職業的成

長を支援する責務がある」とされています、活動

の幅を若い世代へと広げることは、クラブへの未

来の投資すなわち将来のロータリアン育成につな

がるだけでなく、若いパワーに触れ、新しい考え

方に刺激を受けることで、我々ロータリアン自身

の成長と会の発展につながることを忘れることな

く、積極的な活動に邁進してまいります。 

その場で試しに弾かせてもらったりなど、話は彼女

の行く先々で盛り上がりあっという間に 3 時間が

過ぎていました。 

中林会長のあいさつで始まり、復帰された犬伏委

員長の挨拶が続き、あとはみんなでワイワイガヤガ

ヤ大いに盛り上がって最後は金髙前会長の締めの

言葉で終わりました。アパートまで送って行ったの

ですが、よほど嬉しかったのかタクシーが見えなく

なるまで手を振っていたように見えました。 

参加者は パオラ・アゴスティーニ、中林会長、

竹森幹事、犬伏委員長、三木会員、同夫人、金髙前

会長、同夫人、松浦会員、鹿野会員、小林会員、瀬

尾会員、岡本会員、佐々木裕会員、山本会員、多田

副委員長でした。 
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