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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 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 6名   出席規定適用免除  11名  

 国内ゲスト  8名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  3名    会 員 欠 席  2名 

<4 月 8 日の出席率 93.94％> 

Make up を含む 3/18 の出席率 84.00％ 

台北百齢 RC 

  ・・・祝 33周年。 

中林・・・集まった皆で、設立 33 周年を祝いま

しょう。 

辻村・・・33周年を祝って。台北百齢の皆様ようこそ！ 

朝槻・・・台北百齢 RCようこそ。 

福井・・・創立 33周年を祝して。 

長谷・・・台北百齢 RC のみなさま、ようこそお

こし下さいました。大阪大手前 RC 創

立 33周年記念例会を祝して。 

金髙・・・33周年記念例会を祝って。台北百齢の

皆様ようこそいらっしゃいました。 

木村・・・33周年を祝して！百齢 RCの皆様を歓

迎して！ 

北村・・・台北百齢 RC の皆様ようこそいらっし

ゃいませ。 

小林・・・台北百齢ロータリークラブの皆様ようこそ。 

河野・・・台北百齢 RC の皆様ようこそいらっし

ゃいました。 

松田・・・祝 33年！3回連続例会欠席のおわび。 

松浦・・・大阪大手前 RC創立 33周年を祝して。 

中村(不)・創立 33周年記念例会を祝します。 

中村(匡)・創立 33周年を祝して。 

中野・・・祝 33 周年。台北百齢 RC の皆様

Welcome！ 

中田・・・台北百齢ロータリーの皆様ようこそい

らっしゃいました。 

岡田・・・祝 33周年。 

岡本・・・祝 33周年。台北百齢 RCの皆様ようこ

そいらっしゃいました。 

大蔭・・・祝創立 33 周年！明日は大事な子の結

婚式です！ 

佐々木(宏)・創立 33周年を祝して。 

関・・・・創立 33 周年記念、誕生日自祝。ドイ

ツより無事に帰りました。 

瀬尾・・・台北パイリンRCの皆様いらっしゃいませ！ 

曽我部・・台北百齢 RC の皆様を歓迎して。クラ

ブ 33周年記念。 

山本・・・台北パイリンの皆様、楽しんで下さい。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 4 月 15 日 第 1587 回例会 
母子の健康月間 

◎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((((4444 月月月月 22222222 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        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢老人福祉について老人福祉について老人福祉について老人福祉について」」」」    

村上村上村上村上    五百子五百子五百子五百子会員会員会員会員    

････5555 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    團伊玖磨團伊玖磨團伊玖磨團伊玖磨「「「「花の街花の街花の街花の街」」」」    

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    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・次週例会終了後、5 月度定例理事会が開催され

ますので、理事役員の方は出席よろしくお願い

致します。 

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢ロータリー讃歌ロータリー讃歌ロータリー讃歌ロータリー讃歌｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢将来の為に始めました将来の為に始めました将来の為に始めました将来の為に始めました    三線三線三線三線」」」」    

中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友会員会員会員会員    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    クロードクロードクロードクロード====ミシェル・シェーンベルクミシェル・シェーンベルクミシェル・シェーンベルクミシェル・シェーンベルク「「「「夢やぶれて夢やぶれて夢やぶれて夢やぶれて」」」」    

――――    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    ￥￥￥￥175175175175,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,740740740740,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    



記念例会記念例会記念例会記念例会    
SAASAASAASAA    長谷長谷長谷長谷    裕代裕代裕代裕代 

2016 年４月 8 日(金)帝国ホテル｢八重の間」に

て大阪大手前ロータリークラブの 33 周年記念例

会が行われました。今回も姉妹クラブの台北百齢

ロータリークラブからは YOSHIKO 会長をはじ

め総勢 9名のご臨席を頂きました。 

中林会長の挨拶、YOSHIKO会長の挨拶と記念

品の贈呈があり、河野国際奉仕委員長から旧WCS

の事業報告がありました。その後、ニコニコ箱発

表で第一部例会は終了しました。 

国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員国際奉仕委員    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    
4月 10日(日)夕方台北百齢 RC の皆さんを関空

にてお見送りした。前日の 9 日(土)は琵琶湖遊覧

の旅に出かけられ、夜は皆さんで心斎橋を散策さ

れたとのことだった。USJ横のホテルにお泊りだ

ったので、お迎えにあがり関空までお送りした。

中林会長ご夫妻、辻村幹事、松浦会員、金髙会員、

金髙紗奈さん、長谷会員、山本会員、瀬尾会員、

木村会員とご家族、岡本が参加した。 

懇親会懇親会懇親会懇親会    
親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長親睦活動委員長    山本山本山本山本    依津子依津子依津子依津子 

引き続き 18時 35分より第二部懇親会が、台北

百齢 RC のゲスト 9 名、当クラブ会員 31 名、そ

してそのご家族 8 名、事務局 1 名の総勢 49 名で

時間通りスタートいたしました。 

瀬尾公一親睦活動委員の開会宣言の後、中林邦

友会長の挨拶｢ロータリー33 年の歴史の中、変わ

らない事、変わった事、良きものは変えず、悪し

きものは変える努力を全員で行って行く必要があ

ると思う｣と挨拶された。 

その後、第 12 代会長の犬伏会員の乾杯の音頭

で賑やかに宴会が始まりました。今年も昨年同様

着席ビッフェスタイル、やはり、断トツで皆さん

握りずしに集中。食事タイムも中盤になり台北百

麟ロータリークラブのYOSHIKO会長他8人のメ

ンバーを私から紹介、暖かい拍手が会場の雰囲気

をなごませました。 

今回のアトラクションは中林会長の率いる沖縄

の三線、及び柴田さとみチームの美ら唄三線太鼓

が会場内に力強く響き渡り、ゲストの皆さんに大

変喜ばれました。盛り上がった所で、台北百齢 RC

メンバーの合唱 、台湾の歌、そして上を向いて

歩こう。日本語をとっても上手く表現し、堂々と

唄われ素晴らしかったです。 

最後に、岡本雄介会長エレクトの閉宴の挨拶、

引き続き多田秀観ソング担当副委員長の指揮で

｢大手前そだちのロータリアン｣そして、全員が輪

になり、恒例の｢手に手つないで｣を日本と台湾の

友好を願い、心を込めて唄いあげました。お名残

会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

4月 9日(土)大阪国際会議場に於いて 2016～17

年度の為の地区・研修協議会が開催された。前半

はまず次年度 RI テーマ及び地区方針の発表があ

った。2016～17年度国際ロータリー会長ジョン・

ジャーム氏の掲げるテーマは｢ROTARY SERVING 

HUMANITY｣～人類に奉仕するロータリー～で

ある。またそれを受けて松本ガバナーエレクトは

｢The Ideal of service」～ロータリーの根幹精神～

を第 2660 地区テーマに掲げられた。ロータリー

の目的にも記載されている言葉であり、ロータリ

ー精神の礎でもある。例年になくわかりやすいテ

ーマでもあるかもしれない。 

 続いて(社)アジア支援機構 代表池間哲郎氏が

基調講演をされ、我々日本人として今何が忘れ去

られているかなど、考えさせられる内容であった。

そのあと第二部部門別協議会に分かれ、それぞれ

の部門で次年度どのようにクラブ運営を行うかな

どの研修が行われた。 

惜しく、春の宵は無事時間通り終了いたしました。

親睦活動委員会の皆さん、お疲れ様でした。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

――――    16161616----17171717年度のための地区研修・協議会年度のための地区研修・協議会年度のための地区研修・協議会年度のための地区研修・協議会報告報告報告報告    ――――    

――――    創立創立創立創立 33333333 周年記念例会・懇親会報告周年記念例会・懇親会報告周年記念例会・懇親会報告周年記念例会・懇親会報告    ――――    

――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC お見送りお見送りお見送りお見送り報告報告報告報告    ――――    


