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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    

・週報の直近の行事予定 4月 15日は、5月度定例

理事会の間違いです。訂正お願いします。 

中林・・・春とは名ばかりの肌寒い日が続きます

が、お身体にはお気をつけ下さい。 

長谷・・・先週欠席のおわび。広報委員長栗原様

卓話よろしくお願いします。昨日メー

キャップに東ロータリーに行って来ま

した。とても厳粛でした。 

鹿野・・・何もありません。 

｢｢｢｢広報と広報と広報と広報と My RotaryMy RotaryMy RotaryMy Rotary｣｣｣｣    
RIRIRIRI第第第第 2660266026602660 地区広報委員長地区広報委員長地区広報委員長地区広報委員長    栗原栗原栗原栗原    大大大大氏氏氏氏    

((((大阪フレンド大阪フレンド大阪フレンド大阪フレンド RC)RC)RC)RC)    

平素は地区活動にご協力賜り

まして誠にありがとうございま

す。2015－16 年度地区広報委

員長を務めております大阪フレ

ンド RC の栗原でございます。

本日の卓話が、会員皆様にとり

ましてクラブの奉仕活動へひと

・4月 9日(土)午後から大阪国際会議場にて、次年

度地区研修・協議会が開催されますので、次年

度各委員長の出席をお願いいたします。 

中村(不)・犬伏さん、先日は有難うございました。 

中田・・・亀岡 RCより先週、私の父がMUに参

りました。皆様に暖かく迎えて頂き、

大好きなロータリーのお仲間に娘がい

ることを喜んでおりました。ありがと

うございました。 

岡田・・・先週欠席のお詫び。 

岡本・・・山本えつこさん、昨日お世話になり、あ

りがとうございました。最後にスピーチ

ご指名いただき、うれしかったです。 

大蔭・・・広報委員会卓話です。地区から栗原大氏、

直の卓話です。宜しくお願い致します。 

瀬尾・・・早退のおわび。 

曽我部・・中村匡克さん、日本舞踊の会有難うご

ざいました。 

山本・・・桜開花ですネ。また楽しみましょう。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 4 月 1 日 第 1585 回例会 
母子の健康月間 

◎本日のプログ◎本日のプログ◎本日のプログ◎本日のプログラムラムラムラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((4444 月月月月 8888 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    

｢｢｢｢Ｈ流通業界の最近の動向Ｈ流通業界の最近の動向Ｈ流通業界の最近の動向Ｈ流通業界の最近の動向」」」」    

松浦松浦松浦松浦    貞男会員貞男会員貞男会員貞男会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    森山直太朗森山直太朗森山直太朗森山直太朗「「「「さくらさくらさくらさくら((((独唱独唱独唱独唱))))」」」」    

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    ――――    

かなり以前から、日程だけはアナウンスのあり

ました 33 周年例会及び懇親会の出欠用紙が本日

ポスティングされています。 

今年度は今までに 2 度メーキャップを含む

100%出席が報告されていますが、ホームクラブで

の 100%出席の達成は、ここ数年無いと思います。

4月 8日の 33周年例会には、是非とも全メンバー

が出席して、遠路台湾から来られる友人達を迎え

たいと考えております。皆様、いろいろとご多忙

とは思いますが、何卒ご出席いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

････創立創立創立創立 33333333 周年記念例会周年記念例会周年記念例会周年記念例会（（（（18181818：：：：00000000～～～～    ））））    

･懇親会･懇親会･懇親会･懇親会    

――――    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    ￥￥￥￥33333333,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,513513513513,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

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

――――    次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告次年度幹事報告    ――――    



――――    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  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  20名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5名 

<3 月 25 日の出席率 83.33％>  

Make up を含む 3/4 の出席率 96.15％ 

つでも有効活用していただきたいと考えておりま

す。 

皆様ご存じの通りクラブにおけるロータリーの

広報の対象は三つございます。一つ目は対外的な

広報、すなわち、地域、世界のロータリアン以外

の人々への広報です。二つ目は他クラブのロータ

リアンへの広報です。そして、三つ目はクラブ内

のロータリアンへの広報です。 

ポールハリスは｢理解を得るためにはロータリ

アンだけでなく、ロータリアン以外の人を含めた

数多くの人々に働きかけることが重要だ｣と話し

ています。広報を通じて多くの人にロータリーを

知ってもらえれば、活動へのサポートも増え、世

界にもっと大きな変化がもたらせるでしょう。効

果的な広報により、地域のニーズに取り組む信頼

できる団体としてのロータリーの存在感か高まり

ます。そしてクラブのイメージが向上すれば積極

的な活動への会員のモチベーションも高まり、入

会希望者も増えることになるに違いません。つま

りブランニングを高め、｢会員増強｣へつなげる事

も広報として大きな役割であります。 

また国際ロータリーはマスメディアにも効果的

にタイアップすることも必要だと伝えています今

年度、立野ガバナー地区活動方針の一つに IT活用

があります。この ITを利用し活用することも、広

報の役割のひとつです。 

その一つが｢マイロータリーの登録｣と言うもの

です。マイロータリーを WEB 上から登録するこ

とにより、ロータリーの最新情報を手にすること

ができ、また色々な奉仕活動のツールとして利用

することができるのです。また、国際ロータリー

はマイロータリーの登録を大きく推進しておりま

す。是非マイロータリーの登録をお願い致します。

当地区はまだ 16％(3 月時点)とまだ世界水準に到

達してません。クラブの 30％以上を目標に登録を

進めて頂きたいと考えています。 

また地区のホームページも活用しクラブとクラ

ブ、会員と会員のつながりにご利用してください。

マイロータリーの登録や投稿の仕方など、地区広

報委員会は皆様のアドバイス、お手伝いをさせて

頂きます。クラブのホームページのアドバイスも

地区広報委員会でアドバイスが可能です。地区広

報委員会は クラブとクラブとのつながり、会員

と会員のつかながりを一つでも多く、お手伝いと

サポートをさせて頂きます。今年度をより効果的

に活動していただき、会員一人一人の誇りと会員

増強へつなげていただければと思います。 

――――    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    ――――    

・・・・4444 月月月月 7777 日日日日((((木木木木))))        18181818：：：：30303030～～～～    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

台北百齢 RCウェルカムパーティー 

   (帝国ホテル｢フライングトマトカフェ｣) 

・・・・4444 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        10101010：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000        MUMUMUMU 事業事業事業事業    

旧WCS事業 

   (児童養護施設｢尼崎市尼崎学園｣)    

・・・・4444 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

創立 33周年記念例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・4444 月月月月 9999 日日日日((((土土土土))))        11112222：：：：33330000    登録開始登録開始登録開始登録開始    

16-17年度のための地区研修・協議会 

   (大阪国際会議場) 

・・・・4444 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

5月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 16161616 日日日日((((土土土土))))            

第 3回ゴルフコンペ 

   (交野カントリークラブ) 

・・・・4444 月月月月 29292929 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・5555 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・5555 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        8888：：：：00000000 帝国ホテル集合帝国ホテル集合帝国ホテル集合帝国ホテル集合    

春の親睦家族会 

   (和歌山) ――――    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    ――――    

 

 

北村 光司（23日）関  謙二（28日） 

岡本 雄介（13日）辻村 和弘（14日） 

中林 邦友（17日）鹿野 浩一（25日） 

佐々木 裕（29日）田中  健（26日） 

犬 伏  將（15 日）上野 勝巳（22 日） 

小林アツ子（24日）小林アツ子（24日） 

松浦 貞男  まつうら工業㈱      （1946） 

犬伏  將  ㈱ピンク洋装店       （1953） 

小松 英宣  小松英宣法律事務所    （1979） 

金髙 好伸  やわらぎ綜合法律事務所 （1981） 

北村 光司  Seiju国際知財事務所   （1992） 

瀬尾 公一  瀬尾会計事務所      （1995） 

辻村 和弘  ㈱アンサー        （2002） 

河野 裕一  河野会計事務所      （2004） 

竹森 敏麿   ㈱アルキャスト      (2008) 

・20ヶ年皆出席表彰 

松浦 貞男 

・1ヶ年皆出席表彰 

佐々木 裕 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

西尾 昌也 


