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例会 毎週金曜日 12時 30 分 例会場 帝国ホテル大阪 
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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 1名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  10名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 
<2 月 26 日の出席率 93.33％>  

Make up を含む 2222////5555 の出席率の出席率の出席率の出席率 100100100100....00000000％％％％ 

・以前にご案内しました IM７組シンポジウムの入

場整理券が届いておりますので、申込者の方にポ

スティングさせて頂きました。当日この券が無い

と入場出来ませんので大事に保管下さい。 

中林・・・本日、ボランティアを励ます会です。

宜しくお願いします。 

木村・・・小松先生、遅刻なしの出席有難うござ

います。 

小松・・・よろしく！ 

松田・・・2月ももう終わりに近づき、今年も 1/6

が過ぎてしまいます。だから、どうい

ということではないのですが… 

村上・・・今日は目の手術がんばります。 

中田・・・個人事務所から社会保険労務士法人設

立しました。頑張ります。 

岡田・・・来週、佐賀県へゴルフに行ってきます。

もちろん仕事です。 

大蔭・・・中田様、社保労法人『fulfill』設立おめ

でとうございます！ 

佐々木(裕)・いつもすばらしい卓話に感謝しまして。 

紙面の都合上紙面の都合上紙面の都合上紙面の都合上｢先週の卓話｣｢先週の卓話｣｢先週の卓話｣｢先週の卓話｣｢直近の行事予定｣は｢直近の行事予定｣は｢直近の行事予定｣は｢直近の行事予定｣は次週次週次週次週

掲載させていただきます。掲載させていただきます。掲載させていただきます。掲載させていただきます。    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 3 月 4 日 第 1581 回例会 
水と衛生月間 

◎本日◎本日◎本日◎本日のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((3333 月月月月 11111111 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    

････卓話卓話卓話卓話    

｢『神から選ばれた島・大和なでしこが世界を｢『神から選ばれた島・大和なでしこが世界を｢『神から選ばれた島・大和なでしこが世界を｢『神から選ばれた島・大和なでしこが世界を

救う』と、京都西北救う』と、京都西北救う』と、京都西北救う』と、京都西北 RCRCRCRC 記念イベント｣記念イベント｣記念イベント｣記念イベント｣    

朝槻朝槻朝槻朝槻    真紀子真紀子真紀子真紀子会員会員会員会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ライチャス・ブラザーズライチャス・ブラザーズライチャス・ブラザーズライチャス・ブラザーズ「「「「アンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディーアンチェインド・メロディー」」」」    

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    ――――    

先日、2660地区の 6組の会長・幹事が集まり、

情報交換をする場である睦輪会が開催され、地区の

再編の情報が少し伝わりましたので皆様にご報告

いたします。 

 ご存じのとおり、大阪府の北半分をエリアとする

2660地区は81のクラブが1組から8組に分かれて

いますが、組の中のクラブ数は 7クラブから 12ク

ラブ、人数は 224人から 721人とバラつきがありま

す。このバラつきを解消するため、組数を減らし、

地区を再編する方向で地区役員は考えているそう

です。細かいことは未定(単に情報を流していないだ

け？)だそうですが、次年度中に決定し、2018～2019

年度には実施する事は決まっているそうです。 

 2018～2019年度と言えば、以前にもお話しした

ように、当クラブが IMの当番に当たっている年で、

再編の具合によっては順当に当番に当たるのか、当

たらないのか？微妙なことになりそうです。 

 本当に再編が必要なのか？いくつの組に再編す

るのか？親子クラブの事は？地域性の事は？等々

まだまだはっきりとしない状況ですが、今後様々な

情報が入り次第、皆様にご報告します。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリー｣♪｣♪｣♪｣♪    
････卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢帝国ホテル帝国ホテル帝国ホテル帝国ホテル 125125125125 年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた年の伝統を紡いできた MadeMadeMadeMade    
inininin    JapanJapanJapanJapan のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持のホテルとしての矜持    
    ～～～～    100100100100----1=01=01=01=0 のおもてなしの心のおもてなしの心のおもてなしの心のおもてなしの心    ～～～～｣｣｣｣    

松田松田松田松田    喜則喜則喜則喜則会員会員会員会員    
････4444 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    滝廉太郎滝廉太郎滝廉太郎滝廉太郎「「「「花花花花」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

――――    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    ￥￥￥￥26262626,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,326326326326,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    



――――    睦輪会睦輪会睦輪会睦輪会報告報告報告報告    ――――    

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    
｢ボランティアを励ます会｣を 2 月 26 日、帝国ホ

テル大阪フライングトマトカフェにて行いました。
当クラブから 11 名、大阪中之島 RC の嶽下会長、
大手前整肢学園の職員の方々7 名、そしてボランテ
ィアの学生 25名の参加がありました。 
本事業は、青少年奉仕活動の一環である次代を担

う若い世代を支援し、ロータリアンとしての活動に
活かすことです。 
中林会長、大阪中之島RC嶽下会長、そして大手

前整肢学園事務部長・波多野英明氏からもご挨拶に
続き、大手前整肢学園から昨年事業の感謝状をいた
だきました。 
 金髙直前会長の乾杯で、食事を楽しく過ごしなが
ら、意見交換を行いました。実際の活動を通じての
思い、悩み、子供たちへの思いなど感心させられる
私たちでした。彼らは週に 2日、1時間ほど園に足
を運び、遊びや散歩や話をして子供たちとの交流の
時間を過ごしているようです。職員の方からのお話
ですと、ボランティア学生のメンバーが定着するた
め、子供たちは安定した信頼を学生に寄せているよ
うです。彼らは大学に入学して仮入団し、夏ごろか
ら本入団すると 9割程度の学生は卒業までの4年間
この活動を続けるそうです。 
どうして、バイトや遊びもあるだろうに継続する

ことができるのかと尋ねますと｢普通の学生生活で
はできない貴重な体験ができ、自分に役割を感じる
から｣という答えが返ってきました。彼らは若いの
にしっかりと役割を担っています。私たちももっと
担うべき役割があるはずと背筋が伸びる思いです。 

・・・・親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動委員会委員会委員会委員会    
委員委員委員委員    中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子 

親睦委員より春の家族旅行の案内および参加申

込書をポスティングしております。5月 21日(土)和
歌山方面へ参ります。参加申し込みの期限は 3月 31
日となっております、皆様のお申し込みをお待ちし

ております。 
・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 
春の RYLA のご案内です、4月 29日～5月 1日

までの案内をポスティングしています。申し込みは

3月 31日までに事務局にお願いします。 
・・・・米山奨学米山奨学米山奨学米山奨学委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    犬伏犬伏犬伏犬伏    將將將將    
本日、米山奨学生パオラさんの送別会の案内をポ

スティングしております。出欠のお返事をよろしく

お願いします。 

幹事幹事幹事幹事    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    
日時：2016年 2月 25日(木)18：00～20：00 

場所：新大阪ワシントンプラザ 2F 

参加者：中林、辻村 

今年度第 4回の睦輪会が開催されました。今回

の議題は｢IM 再編成について｣で、2660 地区の

2002年 7月 1日と 2015年 7月 1日を比較すると、

クラブ数 86→81、会員数 4646→3562と大幅に減

少しており、これに伴い IM 間の人数格差が最小

IM224 名・最大 IM721 名と 3 倍以上になってお

り、地区としてはこの差を埋める為｢IM 再編成｣

を 3年後より実施することが決定しております。 

ただどのように編成するかは、まだ決まってお

らず意見交換を行いましたが、地域・親子関係・

同一例会場等の問題をどうするのか、意見はバラ

バラでした。どう編成するにせよ、地区としての

雛型を早急に作成してもらい詰めていかないと、

いつまでたっても決まらないと思うのです。 

――――    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    ――――    

――――    ボランティアを励ます会ボランティアを励ます会ボランティアを励ます会ボランティアを励ます会報告報告報告報告    ――――    

――――    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    ――――    

――――    結婚記結婚記結婚記結婚記念日おめでとう念日おめでとう念日おめでとう念日おめでとう    ――――    

――――    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    ――――    

中田圭子会員の事業所名が変更されましたのでお
知らせいたします。 

社会保険労務士法人fulfill 

――――    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ――――    

 

 

 

昨年 9月、3クラブ合同社会奉仕事業として行わ
れた、大手前整肢学園の子供たちと須磨水族館へ行
った事業のスライドを流し、普段の行っているボラ
ンティア活動、活動を通じて感じること、今回の事
業での反省点、そして今後ロータリーに期待するこ
とをお題に、7 テーブルに分かれ、各テーブルに必
ず一人以上ついたロータリアンをファシリテータ
ーとして、意見交換を行いました。この事業は素晴
らしい事業だったと思います。職員の方や学生から
のお話でも、普段外へみんなで出かけることが難し
く、資金的な問題もあり、色々と制約もある中で、
やはり大きなイベントを期待するという声が多か
ったように思います。 
中林会長から、このような参加型事業は一回限り

ではなく必ずやりましょう、次年度、次々年度会長
にも期待するとの言葉があり、辻村社会奉仕委員長
からも、まず普段の活動に参加して子供たちだけで
なく、学生との距離を近づけて、事業企画を考えま
しょうとのこと、岡本会長エレクトより学生の真摯
なボランティア活動への気持ちに、私たちロータリ
アンがいつも励まされるとの言葉で中締めとなりま
した。職員や学生とのヒアリングワークシートはま
とめて別に配布します。 

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

日 時：2016年 2月 26日(金) 
審議議案： 
１．国際奉仕委員会より台北百齢 RC ウェルカムパ

ーティーの会費を別紙の通り変更する旨、承認。 

松浦 貞男（22日）田中  健（26日） 

長谷 裕代（22日）山本依津子（27日） 

福井 教男（12 日） 

曽我部律夫  曽我部耳鼻咽喉科     (1973) 
長谷 裕代   ㈱オフィス長谷裕代   （2001) 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

金髙 好伸・中村 不二 


