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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 0名   出席規定適用免除  10名  
 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  22名  
 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  4名 

<6 月 17 日の出席率 87.10％>  
Make up を含む 5/20 の出席率 88.46％ 

先週(6月 10日)は、我がクラブの例会は、休会

日として、台北百齢 RCの 29周年例会に多くの会

員・家族の方々と行ってまいりました 

300 人を超える人が集まってのパーティーは盛

大に行なわれ、華やかで楽しいパーティーでした。 

あくる日(11日)は旧 ICS事業として台湾の先住

民族、高砂族の村に建てられた教会に様々な機材

を寄付し、その贈呈式でした。 

陸の孤島と言っても良いような山中で行なわれ

た贈呈式に参加された皆様、お疲れ様でした。 

短い滞在でしたが、台北百齢 RC のメンバーの

暖かいおもてなしを受け、友情を深めることの出

来た訪台の旅でした。 

・・・・芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会芸術・文化同好会    

世話役世話役世話役世話役    曽我部曽我部曽我部曽我部    律夫律夫律夫律夫    

今回は大阪松竹座での歌舞伎観劇です。7 月 9

日(土)午後 4時開演です。現在 15名の参加をいた

だいています。チケットは 6月 24日(金)例会時に

お配り致します。なお夕食は幕間に劇場地下レス

トランにてお弁当を注文しております。 

バーが企画立案した事業に参加させてもらってい

るだけだったなー)という事です。 

 毎週の例会時、早めに例会場に来ているにもかか

わらず、毎回開会間際までバタバタしていて、それ

はとうとう１年間変わらずでした。 

 毎月開催される理事会では、活発に貴重な意見を

出していただき、議論が深まったと思っています。 

 奉仕活動や親睦行事も各委員長と委員会メンバ

ーが良い企画を出してもらったため、ほとんど任せ

っきり状態でしたが、充実した内容の事業が無事に

行なえたと思います。 

 会長就任時には、(自分なりにあれをやってみよ

う)、(こういう改革をしてみたい)、(あれは改善しな

いと･･･)と考えていたことはいろいろとあったので

すが、いざ、会長に就任してみると、ほとんど何も

出来ず(いや自分自身がさぼっていたのでしょう

が･･･)あっという間に 1年が過ぎ去りました。 

 自分自身で評価点を付けるとすれば、ギリギリの

及第点といったところでしょうか。 

 次年度は、今年度にいろいろとご協力いただいた

クラブメンバーの皆さんに対する感謝の気持ちを

忘れずに、直前会長として出しゃばらない程度にク

ラブ運営に協力していくつもりです。 

 大阪大手前 RC のメンバーの皆様、1 年間本当に

ありがとうございました。 

昨年の 7 月より、我が

大阪大手前 RC の会長を

拝命し、つたない運営を

始めて 1 年が経ちまし

た。本当に１年間が早く

感じられます。 

 思い返してみて、感じ

るのは、(会長は何をする

でもなく、幹事や各委員

長をはじめ、委員会メン

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2016 年 6 月 24 日 第 1594 回例会 
ロータリー親睦活動月間 

2222010101015555－－－－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    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・24 日は最終例会の為、夜例会となります。18

時開会ですので、お間違え無いようにお願いし

ます。 

――――    同好会同好会同好会同好会報告報告報告報告    ――――    

会会会会    長長長長    中林中林中林中林    邦友邦友邦友邦友    



中林・・・台北百齢 RC29周年例会、旧 ICS事業、

無事に終わりました。皆さんお疲れ様

でした。 

辻村・・・卓話楽しみです。私でも上手くなれま

すか？ 

長谷・・・台北百齢ロータリーおつかれさまでし

た。 

金髙・・・訪台の皆さんご苦労様でした。 

木村・・・パイリンロータリークラブ 29 周年記

念万歳！ 

小林・・・台北百齢 RC 訪問おつかれ様でした。

大東プロの卓話楽しみです。 

河野・・・台北百齢 RC29 周年記念例会に参加さ

れた皆様、お疲れ様でした。そしてあ

りがとうございました。 

久保・・・イチロー君おめでとう。 

松田・・・大東将啓様の卓話すごく楽しみです！ 

｢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    将啓氏将啓氏将啓氏将啓氏    
((((岡田岡田岡田岡田    耕平会員紹介耕平会員紹介耕平会員紹介耕平会員紹介))))    

中村(不)・犬伏さん、先日はたいへんありがとう

ございました。 

中田・・・台湾、お疲れ様でした。念願のタケノ

コに再会できました。 

西尾・・・最終例会 100％出席のご協力をお願い

します。日曜日、函館第 10レース｢木

古内特別｣にニシオボヌール出走。武豊

が騎乗します。 

岡田・・・大東将啓様、卓話よろしくお願いしま

す。 

岡本・・・本日理事会よろしくお願い致します。

週末は母を郷里に連れて行き親孝行し

ます！ 

曽我部・・どの TV チャンネルも同じで退屈した

1週間が終わりました。 

田中・・・久しぶりです。 

山本・・・6/10に初孫が生まれました。待ちに待

ちました。 

スポーツは技術を磨

くだけで上達するもの

ではありません。 

簡単なストレッチで

筋力や持久力、柔軟性

などの体力をアップさ

せる事で、さらに向上

できます。 

椅子を使った片足立

ちのストレッチ等を続

ける事で、筋力が自然

に鍛えられ、柔軟な体

になります。 

またバランス感覚も身につくなどの効果も得ら

れます。機械を使ったトレーニングではないので、

テレビを見ながらや、仕事の合間など色々な場面

で行う事ができます。 

1 日 5 分、毎日続ける事が大切なので、日常生

活の中に取り入れて年齢に負けない、しなやかで

強い筋肉を手に入れましょう。 

――――    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    ――――    

・・・・7777 月月月月 8888 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    

台北百齢RC短期交換留学生ウェルカムパーティー 

   (大阪ﾏﾘｵｯﾄ都ﾎﾃﾙ 19階ﾗｲﾌﾞｷｯﾁﾝ COOKA) 

・・・・7777 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

8月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・8888 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        11116666：：：：00000000～～～～    

大手前整肢学園盆踊り事業 

   (大手前整肢学園) 

・・・・8888 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・8888 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

9月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢アポロンの間｣) 

・・・・8888 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：00000000～～～～    

クラブ協議会(ガバナー補佐ご臨席) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・8888 月月月月 28282828 日日日日((((日日日日))))            

石巻支援事業 

   (石巻) 

・・・・9999 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

10月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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◎次週週週週((((7777 月月月月 1111 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･ソン･ソン･ソンググググ        ♪｢♪｢♪｢♪｢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    

｢｢｢｢親睦のエネルギーを奉仕に親睦のエネルギーを奉仕に親睦のエネルギーを奉仕に親睦のエネルギーを奉仕に！！！！」」」」    

会長会長会長会長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

････ピアノピアノピアノピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「幸福幸福幸福幸福」」」」    

･最終例会（･最終例会（･最終例会（･最終例会（18181818：：：：00000000～～～～    ））））    

･懇親会（･懇親会（･懇親会（･懇親会（18181818：：：：30303030～～～～    ））））    

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

――――    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    ￥￥￥￥51515151,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥2222,,,,039039039039,39,39,39,392 2 2 2 ----＞＞＞＞    


