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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    

木村・・・家族旅行、楽しかったです！ 

松田・・・2週連続欠席のおわび。 

松浦・・・本年度の最終ゴルフコンペをご用意い

ただきました幹事の皆さんに感謝！ 

岡田・・・連続欠席のお詫び。 

岡本・・・本日、次年度クラブ協議会よろしくお

願いいたします。山本えつこ委員長、

遠足楽しかったです。 

瀬尾・・・熱中症に注意して下さい。 

山本・・・先日は家族会ご参加いただきありがと

うございました。楽しい 1日でした。 

先日、地区内 IM6組の会長・幹事会が行われ、

今年度 会長・幹事と次年度会長・幹事が出席し

て来ました。その折、かねてから少し情報のあり

ました地区再編の話があり、現在地区に 8 つの組

があるのを、6 つの組に再編したい旨の報告があ

りました。わが大阪大手前 RC は｢大阪｣｢天満橋｣

｢中之島｣と共に、現在の 8 組のクラブと一緒にな

るという案でした。 

RI 地区共に決めてから下達している感はいな

めませんが、そこは従わざるを得ないと思ってお

ります。これから急に様々な事が変革されますが、

出来る限り早め早めに皆様に伝えてまいります。 

先週、親睦バス旅行が無事に終わり、明日、尼

崎学園の事業が終われば、ほぼ今年度の事業も終

わります。あと一ヶ月よろしくお願いいたします。 

・・・・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    

奉仕委員会事業として尼崎学園事業の開催が、

いよいよ明日の 5 月 28 日となりました。参加い

ただける方は、三田ホテル 3 階に 11:00集合でお

願いします。乗り合いご希望の方は帝国ホテル

9:30に集合です。 

集合場所：三田ホテル 三田市けやき台 1-11 

ホテルでの食事が終わりましたら、園に戻り、ジ

ャグリングとマジックショーを子供たちと楽しみ

ます、宜しくお願いします。 

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。    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 6 月 3 日 第 1592 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

◎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◎次々々々々週週週週((((6666 月月月月 17171717 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    
｢｢｢｢ゴルフが上手くなるエクササイズゴルフが上手くなるエクササイズゴルフが上手くなるエクササイズゴルフが上手くなるエクササイズ」」」」    
社団法人日本プロゴルフ協会社団法人日本プロゴルフ協会社団法人日本プロゴルフ協会社団法人日本プロゴルフ協会    AAAA級ティーチングプロ級ティーチングプロ級ティーチングプロ級ティーチングプロ    

大東大東大東大東    将敬氏将敬氏将敬氏将敬氏    
((((岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平会員会員会員会員紹介紹介紹介紹介))))    

････7777 月月月月度度度度定例理事定例理事定例理事定例理事会（会（会（会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    
･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」」」」    

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    

･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    

｢｢｢｢琥珀の誘い琥珀の誘い琥珀の誘い琥珀の誘い」」」」    

西尾西尾西尾西尾    昌也昌也昌也昌也会員会員会員会員    

････新旧合同新旧合同新旧合同新旧合同クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会（（（（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」    

――――    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    ￥￥￥￥22221111,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,942942942942,392 ,392 ,392 ,392 ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

・6月度の予定です。 

3日 例会終了後、新旧合同クラブ協議会 

(出欠及び資料未提出の方は早急にお願いします。) 

10日 台北百齢 RC例会出席の為休会 

17日 例会終了後 7月度定例理事会 

24日 最終例会(夜例会） 

お間違えの無いようにお願いします。 

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



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 2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 

<5 月 27 日の出席率 86.67％>  
Make up を含む 4/22 の出席率 84.00％ 

｢｢｢｢IMIMIMIM 第第第第 7777 組共同プロジェクト『東南海地震組共同プロジェクト『東南海地震組共同プロジェクト『東南海地震組共同プロジェクト『東南海地震

に備えるに備えるに備えるに備える    語り継ぐ津波～東日本大震災語り継ぐ津波～東日本大震災語り継ぐ津波～東日本大震災語り継ぐ津波～東日本大震災

から学から学から学から学ぶもの～』に参加してぶもの～』に参加してぶもの～』に参加してぶもの～』に参加して｣｣｣｣    
中田中田中田中田    圭子圭子圭子圭子    

御堂筋本町ロータロークラブ主催の基調講演お

よびパネルディスカッション『東日本大震災被災

地からの報告』 

辛坊治郎さんのモデレートでパネラーは河野先

生、奥様を亡くされて、ご本人も被災者でありな

がら、｢家族を守れなかったのに市民を守れるか｣

と苦しまれたという陸前高田市長、当日から現場

を取材続けてこられた岩手放送委託記者、津波に

のまれ、偶然に水面に浮上し、建物の屋根の上で

濡れたまま一晩過ごし救助された経験を持つ大槌

町役場職員、発生後数時間で大阪府下から大規模

な緊急消防救助隊を組織し消防活動全般を指揮さ

れた淀川消防署長。 

経営者として、親として、社員を守る、家族を

守る、自分を守る、ために、ぜひ決め事をしてく

ださい。対策を取ろうとすると基準を決めなけれ

ばならない〜これがハザードマップ 

プレート型地震だと地震から津波の第一波到達

までには時間で過去余裕があるのだそう、とにか

く逃げる。1 番はハードの整備ではなく、リーダ

ーを作らない避難教育啓蒙が重要です。 

自分の命は自分で守る！ 

会長エレクト会長エレクト会長エレクト会長エレクト    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    
5月 24日 IM6組新旧合同会長・幹事会｢睦輪会｣

がヒルトンホテルで開催された。今年度会長・幹

事はニコニコ顔、次年度会長・幹事は緊張気味の

様子が対象的だった。 

今回は地区より立野ガバナー、樋口代表幹事が

出席され、今回の規定審議委員会の変更及び第

2660 地区 IM 再編成の件を時間を取って説明さ

れ、周知を諮られた。最後に各クラブ次年度会長

が抱負を語られ和やかに閉会した。 

｢｢｢｢食事とテーブルマナー教室食事とテーブルマナー教室食事とテーブルマナー教室食事とテーブルマナー教室｣｣｣｣    
青少年奉仕委員青少年奉仕委員青少年奉仕委員青少年奉仕委員    中野中野中野中野    裕司裕司裕司裕司    

5 月 28 日(土)尼崎学園の子供たちと職員約 40

名を三田市にある SANDA HOTELに招待いたし

ました。クラブからは中林会長以下 12 名参加い

たしました。11時過ぎに尼崎学園のメンバーを乗

せたバスがホテルに到着、早速花の間に全員集合

して中田委員長進行で中林会長挨拶の後、楽しい

食事会がスタートしました。 

最初にホテル専属スタッフによる(テーブルマ

ナーとは)の簡単な講義で始まり前菜、メインディ

ッシュ、デザートまでのフランス料理のフルコー

・・・・芸術・文化同好会報告芸術・文化同好会報告芸術・文化同好会報告芸術・文化同好会報告    
世話役世話役世話役世話役    中村中村中村中村    匡克匡克匡克匡克    

〃〃〃〃        曽我部律夫曽我部律夫曽我部律夫曽我部律夫 

日時：7月 9日(土) 午後 4時開演 

場所：大阪松竹座 

会費：チケット代 18,000円 

   会食(夕食)を行う予定ですが未定です。 

内容：歌舞伎鑑賞 中村雀右衛門襲名披露 

〆切：6月 3日(金)例会時 

観劇のみの方も OKです。御家族共々多数御参加

下さい。 

スを約 1 時間美味しく子供たちといただきまし

た。子供たちは当然のことながら参加したスタッ

フやロータリーのメンバーにも大変参考になった

のではと思います。 

学園スタッフによるお礼の言葉の後、引き続き

バスで学園に移動して第 2 部アザースのずさんに

よるマジックショーを楽しみました。こちらのほ

うも子供たちの飛び入り参加で大いに盛り上がり

あっという間に時間が過ぎました。参加して頂い

た大手前メンバーの皆様、本当にご苦労様でした。 

――――    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    ――――    

――――    出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでと出席表彰おめでとうううう    ――――    

 

 

 

 

 

――――    先週先週先週先週の卓話の卓話の卓話の卓話    ――――    

――――    IMIMIMIM第第第第6666組第組第組第組第1111回新旧合同回新旧合同回新旧合同回新旧合同睦輪会睦輪会睦輪会睦輪会報告報告報告報告    ――――    

――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    

大蔭 政勝（21日）末永 京子（ 7日） 

村上五百子（30日）村上五百子（30日） 

中村 匡克（23 日） 

中野 裕司  ㈱フェニックス      （1976） 

山本依津子  ㈱関西建設         （1976） 

大蔭 政勝  ｱﾙﾌｧｰ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所  （1981） 

鹿野 浩一  医療法人浩治会     （1994） 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

末永 京子 

――――    尼崎学園事業尼崎学園事業尼崎学園事業尼崎学園事業報告報告報告報告    ――――    


