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 第１９５１回 例会 

２０１５年４月８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  

４月１５日（水） 

・新旧ガバナー補佐訪問 

・新旧合同クラブ協議会 

・被選理事会 

 

４月２２日（水） 

・地区協議会報告 

 次年度委員長 

 

４月２９日（祝） 

 昭和の日 

 

５月 ６日（祝・） 

 振替休日  

 

 

 

「四つのテスト」 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を 

深めるか 

みんなのために 

なるかどうか 

３分間スピーチ 

４月１５日        ― 

４月２２日    ― 

例会プログラム   ４月ロータリー雑誌月間 

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「四つのテスト」 

●お客様紹介 

●会長の時間   

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告ほか 

 

● 3分間スピーチ 

   多田 利生 会員    

●卓話 

   川島 吉博 会員 

●その他  

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜新入会員歓迎会＞ 

 19:00～ 中華料理ﾁｬｲﾅﾀﾞｲﾆﾝｸﾞみん  

 4月8日(水)新入会員歓迎会 
 

     例 会18:00～くずはゴルフ場３F 

     歓迎会19:00～中華料理ﾁｬｲﾅﾀﾞｲﾆﾝｸﾞみん（くずはモール１F） 

   今年度入会されました5名の新会員方々と親睦と友情を深めて頂く場と考えて 

     おります。是非ともご出席頂きますようよろしくお願い申し上げます！ 

おめでとうございます！ 

 お誕生日御祝 原田武夫 会長 

           今中七郎 会員           上山芳次 副会長        

        入会記念日 御祝 
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【会長の時間 】 

 皆さん、こんにちは。 

 春のおとずれと伴に、梅から桜へと、主役が変わってきています。 

当クラブも、次年度に向けて、着々と準備が進められています。 

本当に良い季節が来たなァ～と喜んでいます。 

 先週、第１回情報集会が、木曽路にて開催され、大勢のご参加をいただき、 

ありがとうございました。みなさまの１人１人のお話しをお聞きし、楽しい一時を 

過ごさせていただきました。また、次回６月の情報集会が楽しみです。 

 ３月２８日（土）には、交野カントリーにおきまして、枚方RCとの親睦ゴルフコンペが

あり、私は、新庄会長、林武さん、それと高島会員と廻り、３人共、270ヤードは軽く 

飛ばされます。なかでも、高島会員の飛距離はダントツでした（戦闘意欲を失わせます）。 

スイングも、本当に大きなアークできれいです。振り終わった後で、アッと、声を発せられ

ます。私もそれを見習いました結果！ 

おかげさまで（スコアーは１１２）車エビと、ニアピン賞を頂きました。感謝しています。 

パーティーの席で、枚方ロータリーアクトのメンバーで、大明綾子さんが、淀川クリーン 

ハイクの呼びかけをしておられました。日時は４月１２日（日）、午前中で終わるとの事 

です。よろしくお願いします。 

 ３月２９日（日）牧野生涯市民学習センターにおきまして、献血運動が行われました。 

あいにくの雨で、前回の半分ぐらいかな、と思っていました。稲田委員長が、友達に電話を

かけ続けておられ、なつかしい顔の人にもお会いする事が出来ました。おかげで、雨天にも

かかわらず、前回に近い成果が上りました。ありがとうございました。 

来週はPM6:00より、例会及び、新入会員歓迎会を行います。大勢の参加をお待ちしてま

す。 

以上で、会長の時間を終ります。 

【 卓 話 】 「RF（ロータリーフェスティバル）について」  

                           岡山 量正 幹事 

１. ロータリーフェスティバルの目的 

  ロータリーフェスティバルは、国際ロータリー推奨の公式行事であるロータリーデーを大阪地区 

  82 クラブで実施するものであり、各クラブの夢と思いを結集し、より大きな力として奉仕活動を 

  実践し、ロータリー精神を地域に発露すると共に、ロータリーをより広く、深く学ぶ場を提供する 

  ことにより、大阪地区内全てのロータリアンがロータリアンとしての自信と誇りを深め、各クラブの 

  活力の更なる向上を目指します。また、我々の思いをマスメディア等を通じ地域に発信すること 

  により、ロータリーの公共イメージを向上させ、会員増強に資すると共に、新たな試みに積極的 

  に取り組み、多様性、柔軟性、刷新性を備えた新たなロータリー像にチャレンジするものです。 

 

２． 開催期日：２０１５年５月５日（火）子供の日 １０：００～２０：００ 

 

３ ．開催場所：中之島公会堂及びその周辺 （中之島まつり（５月３～５日）と連携して開催） 

 

４ ．ロータリーフェスティバルテーマ 

  「 Light up Rotary, Light up Osaka 考えよう子供達の未来を！」 



3 

  ロータリーフェスティバルプログラム紹介 2015.5.5(祝)  

・ロータリー愛のパレード（９：００～１０：００） 

2660地区全82クラブが参加し、鼓笛隊を先頭にクラブ旗を掲げ、大阪市役所前をスタートし、公会堂まで900メートル 

を行進します。ロータリーフェスティバルの開幕を飾ります。 

  

  ・キッズダンスフェスティバル（１１：００～１２：００） 

ロータリーから施設の子供たちへの愛のプレゼントです。人気アイドルグループ、ＳＯ.ＯＮプロジェクトと子供たちの 

 ダンスチームも加わり歌と踊りを共に楽しんでもらいます。 

 

・危険ドラック撲滅サミット（１５：００～１７：００） 

ゲストスピーカーに「夜回り先生」として有名な水谷 修さんをお迎えし、厚生労働省の専門家も交えたサミットを開催 

します。このサミットには少年・少女だけでなく、保護者や行政、教育関係者、我々ロータリアンも参加し、危険ドラッ 

グの最新情報を学び、今後取り組むべき課題を共有する場となります。 

 

   ・チャリティーコンサート（１８：３０～２０：００） 

ロータリーフェスティバルのフィナーレを飾る催しです。テノール歌手加藤ヒロユキさん、ドイツ在住バイオリニスト阿佐 

聖姫子さんによるコラボコンサートで、一流アーティストお二人の初の共演をお楽しみ頂けます。 

 

  ・友愛の広場 

ロータリアンの憩いの場です。お茶席で日本情緒を味わい、ロータリーカフェで、お弁当・ビール・ワイン等を召し上 

がりながら、ご歓談頂き、親睦を通して心の絆を深めて頂きます。また中央には特設ステージを準備し、ミニコンサー 

トをお楽しみ頂きます。 

【 ご報告 】                       森 賢司  会員                           

森賢司です。何時も勝手して御心配お掛けしてすいません。 

病気も完治とは行きませんが二度の手術を経て入院や失明の事態からは抜け出しました。 

今回3810地区の比日友好名誉賞を頂戴しました。 

今年最初の戦地での日本人表彰なので行かない訳には行きません。 

一番目がないと二番目はありません。 

今後10年間で比内10地区其々に電子図書館を創って参ります。 

またスラムを周り子供たちを満腹にするパーティープロジェクトを進めて参ります。学用品もお配りします。 

その子供達は一年間学用品に困らず、他人の物を取る意識が起こりません。 

色鉛筆で夢を絵にしてくれるかも知れない。200人分ですが、倫理感の拡まりは大切です。 

毎年色々なスラムで子供たちと想い出作りします。  

子供の頃、下手なフィリピン語話すのんきな日本人が来て、お昼ゴチしてくれて文房具たくさんくれたよなぁ。 

アイスやチョコ食べ放題で持って帰ったなあ。と大人になって思い出してくれたら最高です。 

だから中途半端な量は渡しません。持ち切れない量を一人一人手渡しします。 

私は現地の人と会い業者を自分で探し選定致します。子供たちもngoに連絡して趣旨に合うngoを探します。 

あげればいい援助すればいいと言うのはロータリーアンの考え方ではありません。 

時間と手間はかかりますが税理士としての職業奉仕の立場からは、コストと品質、契約形態、終了を自らチェックするこ

とは大切です。 

4つのテストを護り、決議23-34を遵守しロータリークラブの会員らしい友好を深めて参ります。 

今年は3830地区と共に友好を深めて参ります。 

日本人はいい人だと思って頂けると幸いです。 

こんな私を寛容に許してください。何時もすんません。ありがとうございます。 
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ロータリーレート  

４月 １＄＝１１８円 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊無事40回入会記念日を迎えて感無量です  今中七郎 

＊いつも勝手してすいません            森 賢司 

○本日の配布物 

①４月８日週報 

②第8回七つ星歩く会ご案内 

○本日の回覧物 

①RFポロシャツサイズ確認表 

②2014枚方ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ冊子 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

4/11 次年度の為の地区協議会 

         小北、米田、稲田、山口尚志、橘、源本 

       木﨑、粟津、國田、原、白井、初木、林宏毅 

4/18 IM3組会長幹事会     原田、岡山 

5/8 交通安全ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 

5/11 樟葉駅前交通安全啓発グッズ配布 

5/19 ソロプチミスト枚方ｰ中央30周年式典    原田 

5/30 地区新旧青少年奉仕正副委員長会議 

6/30 ソロプチミスト大阪ｰ北30周年式典     原田 

ニコニコ箱 合計 \13,000 累計     \789,240 

第１９５０回例会出席報告（４月１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５１名 ２４名 ５５．８１％ 

第１９４７回 例会補正後 出席率  ８０．８５％ 

   メーク ５名  欠席 ９名   除外 ６名 

 多くのメンバーにご参加ご協力を頂きありがとうございました。    社会奉仕委員長  稲田義治 

                        

＜２０１５  献血キャンペーン＞ 

  ＊３月１８日(水）牧野駅周辺チラシ配布               ＊３月２９日（日）献血実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

＜社会奉仕委員会からのおしらせ＞ 

受付       ５６名 

採血者数  ４５名 

   400ml    ３６名 

  200ml       ９名 

今回は例会終了後に牧野駅前と、近隣のスーパー 

３店舗前で献血のﾁﾗｼを配布し、PR致しました。      

参加者（敬称略） 

3/18 ：岩本、稲田、北村、小北、、多田、上山、米田 

3/29 ：原田、稲田、北川、北村、源本、森岡、多田、高島、上山 


