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中林・・・三クラブ合同例会の盛会を祝して！ 

朝槻・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

長谷・・・三世代クラブ合同例会を祝して。司会

が無事に済ませられますように。 

金髙・・・三世代合同例会を祝して。 

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    

本日は、三クラブ合同例会にご出席いただきま

して、ありがとうございます。 

 9月 12日(土)に行われました大手前整肢学園の

園児たちを、須磨海浜水族館へ招待する事業の報

告及び大手前整肢学園から感謝状の贈呈式を予定

しております。当日参加出来なかったメンバーの

皆様もスライドショーで事業の様子をご覧になっ

てください。 

 また、一年に一度、三クラブのメンバーが集ま

る場でもありますので、積極的に親睦を深めてい

ただきたいと思います。 

木村・・・竹森さん、祈快復！ 

小林・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

小松・・・特にありませんが。 

河野・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

松浦・・・大阪天満橋 RC、大阪中之島 RC、大阪

大手前 RCの更なる発展を願って。 

中村(不)・三世代クラブ合同例会を祝して。 

中田・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

西尾・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

岡田・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

岡本・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

大蔭・・・今 82kg になりました。来週までに

－2kg 目標です！ 

大本・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

佐々木(裕)･タイガースのドラフトの成功を祝して。 

瀬尾・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

関・・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

曽我部・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

多田・・・三世代クラブ合同例会を祝して。 

山本・・・今日は三世代宜しくお願いいたします。 

････会員研修委員会会員研修委員会会員研修委員会会員研修委員会    
委員委員委員委員    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

11 月 13 日(金)13：40～例会終了後同室にて会

員研修事業を開催いたします。是非ご出席下さい。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 10 月 30 日 第 1564 回例会 
経済と地域社会の発展月間・米山月間 

◎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(1(1(1(11111 月月月月 6666 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥73737373,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥666685858585,000 ,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    ――――    

･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    

････ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当ロータリー財団委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ロータリー財団の活動についてロータリー財団の活動についてロータリー財団の活動についてロータリー財団の活動について」」」」    

関関関関    謙二ロータリー財団委員長謙二ロータリー財団委員長謙二ロータリー財団委員長謙二ロータリー財団委員長    

･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「「「「デュエットデュエットデュエットデュエット」」」」    

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    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・11月 6日の例会において郵送でお送りしておりま

す細則変更の決議を行いますのでご出席下さい。 

・10 月 16 日付で竹森幹事が体調不良で幹事を辞

職されました。後任に辻村会員が幹事に選任さ

れました。 

・次週指名委員会が開催されます。 

････指名委員会（指名委員会（指名委員会（指名委員会（11111111：：：：30303030～～～～    ））））    
･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢故郷故郷故郷故郷｣｣｣｣♪♪♪♪    
････卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢サプリメントについてサプリメントについてサプリメントについてサプリメントについて」」」」    

株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス株式会社ニューレックス    
西日本営業部西日本営業部西日本営業部西日本営業部    田住田住田住田住    春昌様春昌様春昌様春昌様    

((((竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    
･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ハロルド・アーレンハロルド・アーレンハロルド・アーレンハロルド・アーレン「「「「虹の彼方に虹の彼方に虹の彼方に虹の彼方に」」」」    

――――    委員委員委員委員会報告会報告会報告会報告    ――――    



――――    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   9名  
 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  25名  
 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  3名 

<10 月 23 日の出席率 90.00％>  
Make up を含む 10/2 の出席率 89.29％ 

｢｢｢｢3333 世代クラブ合同社会奉仕事業世代クラブ合同社会奉仕事業世代クラブ合同社会奉仕事業世代クラブ合同社会奉仕事業｣｣｣｣    
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    

リークラブ(子クラブ)、大阪中之島ロータリークラ

ブ(孫クラブ)が、力を合わせて一つの社会奉仕を行

う事業で、1997 年より行われ 3 クラブの絆をより

強める行事となっております。 

本年度は大手前 RC がホストクラブとなり、9 月

12 日(土) に大阪赤十字病院附属大手前整肢学園(肢

体不自由児・重症心身障害児施設)の園児を、神戸市

立須磨海浜水族館へ招待しました。参加者は園児 40

名、整肢学園職員 18名、ボランティア学生 37名、

ロータリアン 53名の総勢 148名の大所帯で、リス

ト付バス 4台、介護タクシー2台、トラック 2台(車

椅子運搬用)に分乗して現地へと向かうのですが、ま

ずは園児をバスに乗せるまでが一苦労で、車椅子の

ままリフトを使って乗る子もいれば、車椅子から降

ろして身体だけバスに乗せ車椅子はトラックで運

搬する子もいて、乗車だけで 30 分以上掛り降車も

同様の作業が掛ります。 

昼食も自分では食べられない子が殆どで、職員と

ボランティア学生が手分けして食べさせてあげて

いました。 

水族館内では園児 1 名に対して大人 2～3 名が担

当のチームとなり、車椅子やバギーを押してバリア

フリーになっているスロープを登り降りして、色々

な施設を見学して廻りました。イルカショーの見学

では通常はスペースの問題で車椅子は5台までしか

入れて貰えないのですが、スタッフの方の御好意で

10台も入る事が出来、園児達も大喜びでした。園児

達は日常外出する機会が殆ど無く、40名が揃ってバ

スでの外出は初めての体験らしく、職員の方々も大

変喜んでおられました。 

私達は 1日だけの奉仕でしたが、職員の方々やボ

ランティア学生の皆様は園児達のお世話を日々や

っておられ頭の下がる思いです。今後もこの 3クラ

ブが力を合わせ、少しでも世間のお役に立てるよう

な事業を続けて行けるよう頑張りたいと思います。

ご協力下さいました全ての皆様に感謝の気持ちで

一杯です。本当に有難う御座いました。 

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    
｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？｢職業奉仕｣は難解か？    
まず｢職業奉仕｣を理解するには｢ロータリー運動

は倫理運動である｣ことを理解しなければなりませ

ん。この｢倫理｣とは何か？それは｢人が正しく歩む

道｣であります。嘘をつかない、人を泣かすような

行為をしてはいけない、人を欺いてはいけない、非

社会的、非道徳的行為をしてはいけない、不祥事を

起こさない、世のため人のために尽くしなさい、と

いうのが倫理の教えであります。この教えに基づい

て活動するのがロータリーであります。｢ロータリ

ーのロータリーたる所以は職業奉仕の実践にあり｣

と云われるのも実にこのことなのであります。とこ

ろでこのコーナーのタイトルでもあります｢職業奉

仕は難解である｣とよく言われますが、ではいった

い｢何処が難解であるのか？｣です。まず｢職業奉仕

とは何か？｣です。 

引用文献 

木越正司：2660地区 2015～16年度のための地区研

修協議会資料｢クラブ職業奉仕委員長の責務｣ ～

職業奉仕の考えを拡めて人材を育成しよう～より 

｢｢｢｢須磨海浜水族園での活動を終えて須磨海浜水族園での活動を終えて須磨海浜水族園での活動を終えて須磨海浜水族園での活動を終えて｣｣｣｣    
大手前整肢学園大手前整肢学園大手前整肢学園大手前整肢学園    事務部長事務部長事務部長事務部長    波多野波多野波多野波多野    秀明秀明秀明秀明氏氏氏氏    

生活支援課長生活支援課長生活支援課長生活支援課長    岡本岡本岡本岡本    雄子雄子雄子雄子氏氏氏氏    

 大手前整肢学園で生活をして

いる子ども達の中には、家庭に帰

れない事情のある子どもがいま

す。そんな子ども達にとって、外

出することは本当に楽しく嬉し

いものです。今回参加した中にも

そのような事情を抱えた子ども

3 世代クラブ

合同社会奉仕事

業は、大阪天満橋

ロータリークラ

ブ(親クラブ)、大

阪大手前ロータ

がいます。須磨から園に帰ってから、その子どもが

イルカショーのパンフレットを大事そうに何度も

何度も見ている姿を見て、本当に嬉しかったのだな

あと、胸が熱くなったことがありました。 

 活動時、ロータリークラブの皆様には、バスに子

ども達を乗せたり、車椅子をトラックに積んだり大

変な重労働もしていただきました。また水族園でも

子供達の表情に気を配り、声かけをし、陽射しを気

にかけ傘をさしかけていただいたり、いろいろな関

わりをしていただきました。 

 今回この活動は、ロータリークラブの皆様のご支

援と学生ボランティアの協力があって実現できま

した。ありがとうございました。また、初めての大

きなイベントのため多くの不備もあったかと思い

ます、この場を借りてお詫び申し上げます。 

そして、この活動を実現するにあたり、企画の段

階から、実施に至るまで、大変なご苦労をかけまし

た辻村委員長を始め、大手前ロータリークラブの皆

様、本当にありがとうございました。そして、この

活動に賛同していただいた、天満橋ロータリークラ

ブの皆様、中之島ロ－タリークラブの皆様に心より

感謝いたします。ありがとうございました。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

――――    三世代クラブ三世代クラブ三世代クラブ三世代クラブ合同例会報告合同例会報告合同例会報告合同例会報告そのそのそのその 1111    ――――    ――――    三世代クラブ三世代クラブ三世代クラブ三世代クラブ合同例会報告合同例会報告合同例会報告合同例会報告そのそのそのその 2222    ――――    

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


