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先先先先週週週週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

中林・・・先週の創立 33 周年記念例会、大勢の

方に出席頂きありがとうございまし

た。 

長谷・・・村上さんの卓話｢老人福祉について｣楽

しみにしてます。大阪西ロータリー木

越さま、本日はようこそおこし下さい

ました。 

犬伏・・・先週は別メニューまで御手配いただき

有難う御座居ました。 

金髙・・・村上さん、卓話楽しみにしています。 

木村・・・ハクゾウ様、御見舞い申し上げます。 

村上・・・卓話がんばります。 

岡本・・・木越さん、ようこそお越し下さいまし

た。ありがとうございます。 

佐々木(宏)・相馬も熊本もなぜか地震におそわれま

す。工場は操業していますが、営業所

は後片づけで大変です。 

曽我部・・大阪西ロータリークラブ木越会長様、

ようこそ。 

末永・・・村上さん、卓話楽しみです！ 

山本・・・この度、ハクゾウ様お見舞い申し上げ

ます。 

先週は、7日(木)台北百齢 RCメンバー来阪出迎

え、夜にウェルカムパーティー、8日(金)は朝から

旧 ICS事業で三田の尼崎学園へ、そして夜には我

が大手前RC創立33周年記念例会及び懇親パーテ

ィーがあり、9日(土)、10日(日)と台北百齢 RCメ

ンバー帰国のお見送りと事業が続きました。参加

頂いた皆さん、お疲れ様でした。 

特にウェルカムパーティーには御家族を含め大

勢のメンバーが集まり、盛大に開催されました。

ここ数年、ウェルカムパーティーへの参加者が増

えている様に感じます。非常に喜ばしい事だと思

います。33周年記念例会及び懇親パーティーにも

大勢の方が出席頂きました。ありがとうございま

した。 

大きな事業が無事終わり、ホッと一息ですが、

まだまだこれから事業が続きます。私自身少し気

が抜けた感はありますが、もう一度気を引き締め

てまいります。今年度残りの事業及び毎週の例会

をメンバー皆で良きものとしていきたいと思いま

す。宜しくお願い致します。 

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 4 月 22 日 第 1588 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◎次◎次◎次回回回回((((5555 月月月月 13131313 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    
････青少年奉仕委員会担当青少年奉仕委員会担当青少年奉仕委員会担当青少年奉仕委員会担当卓話卓話卓話卓話    
｢｢｢｢児童養護施設を出た子ども達の児童養護施設を出た子ども達の児童養護施設を出た子ども達の児童養護施設を出た子ども達の““““明日への希明日への希明日への希明日への希
望”をつなぐ望”をつなぐ望”をつなぐ望”をつなぐ」」」」    
NPONPONPONPO 法人メリーミーズ代表理事法人メリーミーズ代表理事法人メリーミーズ代表理事法人メリーミーズ代表理事    藤原藤原藤原藤原    美奈氏美奈氏美奈氏美奈氏    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「花の歌花の歌花の歌花の歌」」」」    

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    ――――    

・本日例会終了後、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    

･臨時理事会･臨時理事会･臨時理事会･臨時理事会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･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    ￥￥￥￥33333333,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,811811811811,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 2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 
<4 月 15 日の出席率 83.33％>  

Make up を含む 3/25 の出席率 100.00％ 

｢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    

今日は老人福祉についての卓話です。井高野福

祉会の創設者の父に教えられたこと。｢受けて忘れ

ず 施して語らず｣この言葉を教育の原点にし、守

り続けてお仕事をしております。 

 私は東本願寺で得度をしました。父と同じ様に

親鸞聖人の教えを受け｢釈英華｣という僧侶の名を

いただきました。 

 私たちの仕事は特別養護老人ホームですから身

寄りのないお年寄りも入居しております。そうい

った方がお亡くなりになった時は職員と共に温か

くご浄土にお送りします。 

 私は七十四年、生きて参りました。｢許す心、包

む心、待つ心｣そして謙虚さを忘れずに日々、社会

福祉に力をそそいで参りました。後の余命を力の

限りがんばります。 

合掌 

社会福祉法人 井高野福祉会 沿革： 

昭和 34年 4月   井高野保育園 設立 

昭和 35 年 10 月 社会福祉法人 井高野福祉会 

認可 

昭和 45年 10月   井高野第二保育園 設立 

昭和 51年 10月   井高野第三保育園 

昭和 60年 4月 特別養護老人ホーム井高野園 

設立 

平成 4 年 3 月  井高野デイサービスセンター 

設立 

平成 6年 4月  井高野地域在宅介護支援セン

ター 大阪市より受託 

平成 12 年 4 月   井高野ホームヘルプステーシ

ョン 設立 

平成 12年 4月  井高野園居宅介護支援センタ

ー 設立 

平成 22 年 4 月   東淀川区北部地域包括支援セ

ンター 大阪市より受託 

私たち井高野福祉会は昭和 34 年 4 月井高野保

育園設立しその後、第二保育園、第三保育園と設

立し保育により地域福祉を推進してきました。 

昭和 60 年 4 月には特別養護老人ホーム井高野

園を設立しその後、デイサービスセンター、ホー

私は｢ふるさと｣という曲

が好きです。この曲は日本の

心の歌ですね。私は両親を亡

くしてからはこの曲を聞く

たびに涙が出ます。｢いかに

います父母 つつがなしやと

もがき 雨に風につけても 

おもいいずる ふるさと｣ 

ムヘルプステーションやケアプランセンターも設

立し、平成 22 年には大阪市より地域包括支援セ

ンターを受託することになりました。地域の中で

子供からお年寄りまで支援する仕事に携わってい

ます。 

我々は社歌福祉法人なので特養のご入居者やデ

イサービスのご利用者だけでなく地域の高齢者の

みなさまに対しても特別養護老人ホームのホール

を開放し月1回の喫茶やビデオシアターも平成12

年より開催しています。 

今では地域の高齢者のみなさまでも楽しみにし

てくださり、毎月 100名ぐらいの方が参加してく

ださっています。それには地域の方にも協力して

もらい振興町会にチラシ回覧や掲示をしてもらい

前日に電話のお誘いや当日には車の送迎などもし

ております。 

また平成 18 年ごろよりおたっしゃ倶楽部と命

名し、介護予防体操も毎週月曜日に開催していま

す。これにも地域の高齢者のみなさまが 30 名ほ

ど参加していただいています。 

私たちの法人の土地で無農薬の有機農野菜を栽

培し、園児やご入居者、ご利用者にも召し上がっ

てもらっています。夏に取れるトマト、きゅうり、

冬には大根やほうれん草などが地域の高齢者のみ

なさまにも大変評判で地域まつりを夏と冬に開催

し安価な価格で販売し美味しいと言っていただい

ています。また朝市やイベントの合間にも販売し

ていて行列ができ、整理券なども発行しないとい

けないほど人気です。 

私たちは様々なイベントを通してご入居者やご

利用者、地域の高齢者のみなさまとのコミュニケー

ションを密にし、地域に根ざした老人福祉のサービ

スサポートに努め｢明るく楽しいいきいきとした時

間一緒に過ごす｣ように心がけています。 

特別養護老人ホーム井高野園は今年で 31 年目を迎

え大阪市でもかなり古い四施設となりご入居者や

ご利用者も親子 2 代でということも出てきていま

す。保育園では親子三代ということもありますが… 

私は自分の健康もありますが毎日できるだけ自

分の足で地域を歩き、地域の高齢者のみなさまに

もいろいろ声をかけてもらっています。挨拶やと

きには相談も受けることもあります。そうやって

長年やってきました。これからも続けていこうと

思っております。 

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



国際奉仕国際奉仕国際奉仕国際奉仕委員長委員長委員長委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    

4月 7日木曜日、当クラブ創立 33周年記念例会

に出席のために台北百齢 RC の方々が関西国際空

港に到着されました。 

その日は大荒れの天気で、飛行機は 12 時に着

陸したのですが、強風のため荷物の積み下ろしが

できなく、ようやく荷物が出てきて到着口に出て

こられたのが 14時を過ぎていました。 

電車でお迎えに行かれた当クラブ会員も電車が

止まり空港に到着したのがかなり遅れた方もいま

した。 

関西国際空港から宿泊先の帝国ホテル大阪まで

貸し切りバスで移動し、金髙会員に買ってきてい

ただいた美味しいお弁当を皆で食べながら車内か

ら桜見をしました。 

ホテル到着後、ウェルカムパーティー開始時間

の18時半まで百齢RCの方々にはゆっくりしてい

ただきました。 

パーティー会場の｢フライングトマトカフェ｣、

参加会員全員で台北百齢 RC の皆様をお迎えし始

まりました。中林会長の挨拶、YOSHIKO会長の

挨拶、松浦会員の乾杯のあと、着席での歓談とな

りましたが、ほとんどの方がグラスを持ち、移動

しながら皆さんとお話しをされていました。 

最後は岡本会長エレクトのお礼の言葉でお開き

となりました。参加者は台北百齢 RC から 9名、

当クラブ会員・ご家族 32名の総勢 41名で、大人

数での賑やかでとても楽しいパーティーとなりま

した。 

2 時間半という短い時間でしたが当クラブから

も大勢の方に参加していただき、大歓迎の心のこ

もったおもてなしが出来、台北百齢 RC の方々に

も大変喜んでいただけました。 

参加していただいた皆様、本当に有難うござい

ました。 

岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

4 月 16 日(土)、交野カントリー倶楽部で｢第 3

回大手前 RCゴルフコンペ｣が開催されました。当

日は男性 14名、女性 5名、計 19名の参加を得て、

少しだけ残っていた桜や芽吹きはじめた新緑を愛

でながら大いにゴルフを楽しみました。 

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    河野河野河野河野    裕一裕一裕一裕一    

4月 8日金曜日、台北百齢 RCとの旧 ICS事業

のため、帝国ホテル大阪を 9 時半にバスで出発い

たしました。 

今回の奉仕先である尼崎学園へ向かい、到着後

すぐに尼崎学園近くの桜並木を散歩しながら桜見

をしました。満開だった桜も前日の悪天候で少し

散っていましたが、桜の花びらの上を歩いたり、

桜吹雪を浴びながら歩いたり、とても素敵な桜見

となりました。台北百齢 RC の方々も写真をいっ

ぱい撮って大変喜んでいました。 

桜見の後、近くの三田屋で昼食をとりました。2

時間ほどかけてゆっくりお話しをしながら美味し

いお料理をいただきました。 

今回の贈呈品は YOSHIKO 会長が子供たちの

ことを考え、送りたいと台北百齢 RC でご用意い

ただいた学習玩具でした。少し太めのペン型の玩

具で、専用の本にペン先をあてるとその文字を読

んでくれるというものです。文字は英語、中国語、

日本語の 3か国語です。 

贈呈式は中林会長の挨拶の後、YOSHIKO会長

にその玩具を選んだ思いを伝えていただきまし

た。使い方を説明するときには多くの子供たちが

興味津々で前に出てきて使っていました。 

その後、館内を職員の方にご案内いただきまし

たが、戻った時もまだ子供たちは楽しそうに使っ

ていました。この学習玩具で子供たちが外国語、

外国に興味をもち、将来の夢がより大きなものに

なり、国際社会で活躍できるような大人に成長す

ることになればと思いました。 

 ――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢 RCRCRCRC との旧との旧との旧との旧 IIIICSCSCSCS 事業事業事業事業報告報告報告報告    ――――    ――――    台北百齢台北百齢台北百齢台北百齢RCRCRCRCウェルカムパーティーウェルカムパーティーウェルカムパーティーウェルカムパーティー報告報告報告報告    ――――    

――――    第第第第 3333回大手前回大手前回大手前回大手前RCRCRCRCゴルフコンペ報告ゴルフコンペ報告ゴルフコンペ報告ゴルフコンペ報告    ――――    



中野中野中野中野    裕司裕司裕司裕司    

4月12日当クラブの支援先である石巻B-1に訪

問してまいりました。前日に雪が降ったこともあ

り当日は寒かったですが桜前線もいよいよみちの

くにも接近中とのこと、B-1 代表の Chad さんに

会い近況の報告を受けました。 

相変わらず the rockは子供達に評判がよく保険

についての感謝の言葉をいただきました。また被

災した女性の支援を目的に立ち上げた｢のぞみプ

ロジェクト｣も順調に活動しているとのこと、その

後近隣の被災地である女川を訪れました。女川は

繁華街が港に近かったので全て流されたそうです

が町民の団結力が強く復興も石巻よりは進んでい

るらしいです。 

女川駅から見た女川港です。今こちらではどこも

巨大な堤防を築いて海が見えなくなっていますが

ここ女川では海との共生を目指して町作りが行わ

れています。 

最後に Chad さんから日頃の感謝と是非機会が

あればまた石巻にお越し下さいとのことでした。 

Chad さんと一緒に地元の金融機関で働いてい

て亡くなられた方々の慰霊碑に黙祷したあと女川

でも石巻同様 Chad さんの友人が立ち上げた被災

――――    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 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    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

春の親睦家族会 

   (和歌山) 

・・・・5555 月月月月 27272727 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

次年度クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢水仙の間｣) 

・・・・5555 月月月月 28282828 日日日日((((土土土土))))        11111111：：：：00000000 三田三田三田三田ホテル集合ホテル集合ホテル集合ホテル集合    MUMUMUMU 事業事業事業事業    

尼崎学園事業 

   (三田ホテル) 

・・・・6666 月月月月 3333 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同クラブ協議会 

   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・・・・6666 月月月月 10101010 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・6666 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

7月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

絶好のゴルフ日和の中、松田会員が 41・40 の

81 という好スコアで優勝！ 誰もが認める腕前を

存分に発揮されました。 

今年度最後の開催となる次回は、6 月 8 日(水)

を予定しておりますが、台北百齢 RC への訪問の

前々日という事もあり、変更を検討しております

ので、確定次第、ご案内いたします。 

女性の支援を目的に着物をリメイク

して販売に繋げる｢めぐみプロジェ

クト｣を訪問しました。ちょうどショ

ップにおられた Julian さんから小

さな販売スペースですが英会話教室

も行っているとの説明をうけまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――    石巻石巻石巻石巻報告報告報告報告    ――――    


