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第１９１８回 例会  
２０１４年７月１６日（水）くずはゴルフ場 

2014～15年度 クラブテーマ 

『和を以て貴しとなす  』 

今後の予定 

7月23日（水） 

・ガバナー補佐訪問  

 

7月30日（水） 

・新会員自己紹介 

 

8月  6日（水） 

・「会員増強月間に因んで」 

 國田欣吾 会員増強委員長 

・第2回定例理事会 

   

 

    

 例会プログラム 

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

   「我等の生業」 

●お客様紹介 

●お食事・歓談 

●会長の時間 

●ご挨拶 

 枚方RC 会長 新庄幸一 様 

       幹事 堀田修平 様 

●入会式 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

●クラブ全員協議会 

 2013-14年度決算 

 2014-15年度予算審議 

●その他 

  ・ﾆｺﾆｺBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

「我等の生業」 

我等の生業さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは平和親睦

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

おめでとうございます！  

        橘喜久夫会員           林宏毅会員              西田英夫会員   

   川島吉博会員        高島叔孝会員          畠仲 聡会員          誕國田欣吾会員  

       多田利生会員           三木 彰会員                   森 賢司会員       

３分間スピーチ 

7月23日 粟津直晶会員 

7月30日  ― 

8月  6日 藤原和彦会員 

           ― ７月お誕生日祝 ― 

           ― ７月入会記念日祝 ― 



会長の時間 

 皆さんこんにちは。初心者マークの会長の原田でございます。  

 テレビのニュースを観ておりますと、台風８号が猛威を振るっておりま

す。最大瞬間風速は７５ｍと報道されていました。風速３０ｍでブロック

が移動する映像を観ました。人間は立っておれないそうです。 

 近畿地方に接近するのは間違いない模様です。万一に備え、水・乾

パン・懐中電灯を揃えていただき、その上で救命胴衣があれば完璧

です。 

 先週は、例会終了後クラブ協議会、定例理事会へのご協力、誠にあ

りがとうございました。    

 今年度の地区の具体的方針は、１０項目でございます。              

① 会員の増強                                       

② IMの活用    

  近隣クラブの皆様と親睦を深める貴重な行事でございます。      

③ エンド・ポリオへの協力  

   ポリオはあと少しで撲滅できるところまで来ております。   

④ 寄付目標の達成                              

⑤ 東日本大震災復興支援の継続    

⑥ 南海トラフ地震への対策   

⑦ クラブ危機管理の検討  

⑧ 規定審議会への提案  

⑨ ロータリーデーの実施  

⑩ 地域への奉仕・地域への活性化   

 以上となっております。                                           

この実施に向けて皆様のお知恵をお貸しください。 

 今年度は金森会員、平尾会員、宮田会員によるロータリーについて

のお話が有ります。私も楽しみにしております。よろしくお願いします。 

 来週は、台風８号の後始末委員会を立ち上げることとなるでしょう。

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。以上をもちまして会長

の時間を終わります。 
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原田 武夫 会長 

ロータリーは、世界中の地域社会でロータリーに対する認識を高めるため

に、歯車と“Rotary”の文字を並べて表示した新しい公式ロゴを作成しまし

た。もっと多くの人にロータリーの活動を知ってもらうために、新しいロゴ

を使用し地区やクラブで各種のコミュニケーションを発信していきます。 



 卓話「例会について」    金森市造 研修委員長 
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 例会に出席することは、会員の３大義務のひとつである。          

入会時には、「紹介会員」がそのことをしっかりと説明してなければならな

い。現会員４９人中の入会歴１０年未満の人が、２０人いる。約４割の会員

が入会歴１０年未満で、５年未満となれば９人であり約２割の人となる。も

し、それらの会員の出席率が悪ければ今一度、その会員の紹介会員が当

該会員に声かけする必要があるし、幹事、ＳＡＡ、出席委員長らが連携し

て声かけ運動をして頂きたい。 

 例会運営については、どこのクラブも決まっていること通りに進めてい

る。その中で、「会長の時間」があること、そのことの意義を理解しなければ

ならない。単なる会長挨拶の時間ではない。会長自らが「ロータリーのこ

と」を会員に伝えるという大きな意味を理解することが大切である。時局問

題を話すのも必要かとは思うが、基本は「ロータリーのこと」を話さなければ

ならない。 

 席順については、通常は机上に名札立てがあり、出席してきたらその決

められた席に着くのが原則であるが、当会ではそのことをしていない。席

順が決まっているとあまり面識がない会員との同席になったならその機会

に声を掛け合って親しみが湧いてくる。すなわち親睦の始まりとなるので

ある。今までは、席札を取って座っていたがどうも半自由の域を出なかっ

たから、いつも気のおける会員同士が同席している光景があり残念であ

る。今年度はスクール形式になったこともあり、ぜひ 名札を置いてはどう

か。意外な共感を得る機会があること疑いなしである。名札を置く任に就く

のはＳＡＡ並びに親睦委員会の役目である。 

 毎週同じ曜日、時間、同じ場所で同じ顔ぶれで、会う場があるという意義

を理解しなければならない。一週間健康で無事であったことをお互いに感

謝できる場である。私は、例会出席については、「健康の確認」とそれに対

して「感謝すること」の意義があると思っている。                   

すなわち健康の確認は、                                 

自分の身体の健康、→家族も含めて健康だから出席できる。        

職場の健康→職場がいつも通りスムースに動くから出席できる。      

社会の健康→交通機関、天地異変がない、社会ルールに異変がないな

ど、これらの全てに感謝する心を持つことを理解できるのが例会場であ

る。 そして、また来週会おう～と約束して別れる。自分の日々の生活に対

して感謝することを自覚する絶好の場である。 

 

  諸先輩の皆様、平素お気にかけて頂きありがとうございます。 

  私は兼ねてより戦後70年何か親日国に我々日本人が抱いている感謝の想いをお伝え

出来ないかと思って居ました。お金の寄附は一時ですが、文化の寄付は代々引継がれま

す。その思いで国父であるリザールさんの書かれた百数十年前の本ばかりをフィリピンの

国立図書館に寄贈する事にしました。なお寄贈式はマニラRCのご協力を得て、7月18日

(金)午後２時より大使並びに領事のご臨席のもと同国で行われます。今後とも4つのテスト

を忘れず、会長はじめ皆様の御指導を忘れず頑張ります。    

  

金森市造 会員 

森 賢司 会員 

森会員からの「近況報告」 
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7月2日(水)          9件／59,000円 

・くずはRCの発展と皆様方の健康を念じて  今中七郎 

・原田会長のもと役員一同一年間頑張って下さい 

                            中野保博 

・原田会長の船出を祝し前年度皆出席の祝品を頂いて 

                             金森市造 

・新しい年度の始まりに               日野守之 

・初例会によせて                  平尾公介 

・原田会長おめでとうございます役員のひとりとして 

  一年間頑張ります                宮田 明 

・一年間無事努めることが出来ますようよろしくお願い  

 致します                      上山芳次 

・原田会長の晴れの門出を祝して        小北英夫 

・新年度のお祝いに                  粟津直晶 

7月9日(水)           2件／15,000円 

・誕生日記念品を頂いて             三木  彰 

・会計監査を無事終えて             藤原和彦 

○本日の配布物 

①７月16日週報 

②2013-14地区大会報告書 

③クラブ全員協議会議案書（決算・予算審議） 

○本日の回覧物 

・大阪中之島ＲＣ20周年記念誌 

○地区行事等出席報告 

7/15 枚方RC新年度挨拶訪問   原田、岡山 

○地区行事等出席予定 

7/17 交野RC新年度挨拶訪問   原田、岡山 

7/19 地区委員セミナー  初木、木﨑、林宏毅 

7/26米山奨学委員長会議          米田 

7/26広報委員長会議              原 

7/28ＩＭ3組会長幹事会        原田、岡山 

8/23第1回国際奉仕委員長会議      初木 

○メークアップ 

 

第１９１７回例会出席報告（７月９日） 

総会員数 出席者 出席率 

４９名 33名 73.33％ 

第１９１４回 例会補正後 出席率  75.51％ 

     メーク 7名  欠席 12名   除外 3名 

2014.11.15(土)「創立40周年記念式典」 

 

 

        
 日 時 ：2014年8月12日(火) 17：30受付開始 18：00～20：30  
 会 場 ：心斎橋 大成閣  
         大阪市中央区東心斎橋1-18-12   Tel:06-6271-5238 
 対 象 ：55歳以下（55歳含む）ロータリアン          

       55歳以下入会予定者（勧誘者含む）同伴者の場合年齢制限はありません  
 講 演 ：「ロータリーは人づくり」 
 講 師 ：元地区職業奉仕委員長 木越 正司 会員（大阪西RC） 
 会 費 ：6,000円（懇親会費） 

会   長 原田武夫 
幹   事 岡山量正 

 

若手ロータリアン研修セミナー・懇親会開催のお知らせ 

※入会５年未満の会員皆様、こぞってご参加ください。お申込みは幹事・事務局まで！（締切 8月4日） 


