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中林・・・松川ガバナー補佐、郡ガバナーエレク

ト、本日はようこそお越し下さりまし

た。宜しくお願いします。 

竹森・・・松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エ

レクト、御訪問ありがとうございます。

よろしくお願い致します。 

朝槻・・・松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エ

レクト、本日はようこそお越し下さい

ました。よろしくおねがいいたします。 

長谷・・・松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エ

レクト、ようこそおいで下さいました。 

金髙・・・ガバナー補佐、ガバナー補佐エレクト

を歓迎して。本日、娘と一緒に台湾へ

行ってきます。 

鹿野・・・この頃、体力、気力、知力とも落ちて

きています。でもがんばります。 

小林・・・松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エ

レクト、ようこそお越し下さいました。

よろしくお願いします。 

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    

――――    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    ――――    

本日は、松川ガバナー補佐及び郡ガバナー補佐

エレクトをお迎えしてクラブ協議会を開催致しま

す。よろしくお願いいたします。 

 7月 25日(土)、猛暑の中、日本三大祭りの一つ、

天神祭が執り行われました。私は、かねてより当

クラブメンバー数人と共に天満宮の御鳳輦講とい

う講に入れて頂き、お手伝いをしております。こ

の講の運営資金は 250人ほどのお客様に乗船券を

購入して頂いて賄っております。 

 以前は、御鳳輦講の船には、なかなか乗船出来

ないと言われる程の人気だったのですが、景気が

悪化したこの数年は思うように乗船券が完売とな

らない年がしばらく続いておりました。 

しかし、今年はあっと言う間に完売となり、以

前の様にキャンセル待ち状態という、こちらとし

ては嬉しい事態が起こりました。 

 天神祭において奉納(寄附)される花火も昨年の

4 千発から 5 千発へと一気に増えたとも聞いてお

ります。やはり大阪の景気も少しずつでも良くな

って来ているのだと実感しております。 このま

ま良い方向に向かってもらいたいものです。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 8 月 7 日 第 1554 回例会 
会員増強・拡大月間 

◎◎◎◎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◎次◎次◎次々々々々週週週週((((8888 月月月月 21212121 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢海海海海｣｣｣｣♪♪♪♪    
････卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢なぜワインなんでしょう？それほんまに美味なぜワインなんでしょう？それほんまに美味なぜワインなんでしょう？それほんまに美味なぜワインなんでしょう？それほんまに美味
しいですかしいですかしいですかしいですか」」」」    

佐々木佐々木佐々木佐々木    裕会員裕会員裕会員裕会員    
････9999 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    ベームベームベームベーム「「「「芝生の上のおどり芝生の上のおどり芝生の上のおどり芝生の上のおどり」」」」    

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 wBe a gift to the wBe a gift to the wBe a gift to the worldorldorldorld    

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    

日 時：2015年 7月 31日(金) 

審議議案： 

１．別紙の通り、村上五百子会員の出席規定適用

免除の承認。 

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    ――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・本日、松川ガバナー補佐・郡ガバナー補佐エレ

クトにご臨席賜り第 2 回クラブ協議会を 13 時

より開催致します。約 1時間程度所要致します。

宜しくお願い致します。 

・8月 14日(金)は休会になっております。お間違

えのないようにお願い致します。 

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

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････会員増強委員会担当会員増強委員会担当会員増強委員会担当会員増強委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢会員増強の意義と手法会員増強の意義と手法会員増強の意義と手法会員増強の意義と手法」」」」    

金髙会員増強委員長金髙会員増強委員長金髙会員増強委員長金髙会員増強委員長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    成田為三成田為三成田為三成田為三「「「「浜辺の歌浜辺の歌浜辺の歌浜辺の歌」」」」    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  2名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  3名 
<7 月 31 日の出席率 90.63％>  

Make up を含む 7/10 の出席率 92.68％ 

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    
～～～～ポール・ハリスの言葉ポール・ハリスの言葉ポール・ハリスの言葉ポール・ハリスの言葉～～～～    

｢ロータリーの考え方によると、職業は重要な部分

ではあるが、人生のすべてではない。 

＜ロータリーの哲学は健全で人生を豊かにするこ

と＞を望んでいる。｣ 

(2015年 5月 9日第 2回地区職業奉仕委員長会議

資料：庄野晋吉より) 

――――    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    ――――    

――――    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    ――――    

短期短期短期短期交換留学生交換留学生交換留学生交換留学生    金髙金髙金髙金髙    紗奈紗奈紗奈紗奈    
交換留学生として期待と緊張を胸に飛行機に乗

り込み 7月 31日の夜に台北空港に到着しました。

George さん、Ray さん、よしこさん、C.H さん

に迎えに来てもらい、ホテルへと到着しました。 

翌朝はホテル近くの中華料理に連れて行ってい

ただき、その後に George さんのお家に行きまし

た。とても大きくホテルのような内装にびっく

り！それから学校を見学し、夜は歓迎会を開いて

いただきました。 

8 月 2 日の午前中は父とホテル周辺を散策し、

昼は Andrewさんにホテルオークラの中華料理に

招待していただきました。全てがすごく美味しく

幸せでした。食事後 George さんのお宅に送って

いただき、父と別れていよいよホームステイが始

まりました。 

夜は去年の留学生のジェニーさんとエリック君

と中山の行列の出来るカフェに連れて行ってもら

い 90 分待ちでお店に入りました。久しぶりに話

国際国際国際国際奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    
台北百齢 RC との短期交換留学の為、留学生の

金高紗奈さんが 7月 31日(金)から 9月 1日(火)の

日程で訪台しました。 

約１ヵ月の留学で紗奈さんは台湾の言語と文化

とホスピタリティを学んで一回りも二回りも成長

されることと思います。 

今回の週報から紗奈さんの台湾留学生活の報告

を毎週掲載しますので、紗奈さんの成長を感じな

がら読んでいただければと思います。 

ができて懐かしくとても楽しかったです。台北駅

にも連れて行ってもらい大阪駅よりも大きくて驚

きました！これから一ヶ月精一杯頑張りたいと思

います!! 

三木・・・ガバナー補佐及びガバナー補佐エレク

トのご訪問に感謝。 

中村(不)・暑いですネ。お体ご自愛下さい。 

中田・・・皆様に息子の結婚にお祝い頂き感謝で

す。松川ガバナー補佐、郡ガバナー補

佐エレクト、宜しくお願いいたします。 

岡田・・・松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エ

レクト、ようこそお越し下さいました。 

岡本・・・松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エレ

クト、ようこそおいでいただきました。 

大蔭・・・辻村様、天神祭では大変お世話になり

ました。若いカップルが喜んでました。 

大本・・・出産祝いありがとうございました。 

瀬尾・・・松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エレ

クト、今日はよろしくお願い致します。 

曽我部・・松川ガバナー補佐、郡ガバナー補佐エ

レクトを歓迎して。 

多田・・・73才 2ヶ月、富士山初登頂を果たしま

した。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させて
いただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せいただきました。必要な方は、幹事までお問合せ
下さい。下さい。下さい。下さい。    

 

 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥60606060,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥272727277777,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

――――    ｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣コーナーコーナーコーナーコーナー    ――――    

松田 喜則（11日）西尾 昌也（12日） 

小林アツ子（14日）佐々木 宏（17日） 

中野 裕司（28日）小林アツ子（14日） 

瀬尾 公一（10日） 

岡本 雄介 (株)岡本工務店     （1907） 

佐々木 宏 (株)ハクゾウメディカル （1953） 

久保友志郎 EST GROUP(株)     （1988） 

中村 匡克 中村会計事務所     （1994） 

・ホームクラブ 12ヶ月皆出席表彰 

辻村 和弘 

――――    台北訪問報告台北訪問報告台北訪問報告台北訪問報告    ――――    

――――    短期交換留学生報告短期交換留学生報告短期交換留学生報告短期交換留学生報告    ――――    


