
るかを見る機会に恵まれます。今回は３月３０

日に来日し４月３０日迄２６６０地区の各クラ

ブを廻りながら様々な体験をします。メンバー

や内容につきましては次週例会にて国際奉仕委

員会より報告をして頂きます。 

☆会長報告 

１.４月４日（木）春の家族会が開催され２４名の

皆様で古都・京都を訪れました。普段では見れ

ない東寺の国宝や襖絵に接し、雅な舞を鑑賞し

ながらの竹茂楼での京懐石を味わい、青蓮院の

見事な佇まいとライトアップの下でのひと

時・・・本当に素晴らしい企画を立てて頂きま

した、石田親睦活動委員長・中村修副委員長あ

りがとうございました。これをもちまして４５

周年関連事業はすべて終了いたしました。郡実

行委員長はじめ皆様に心より御礼申しあげま

す。 

２.４月９日（火）第三回ゴルフ会が芦屋カント

リーで開催されました。梅本会員が優勝、どう

いう訳か私が準優勝でした。ネットが８０後半

で誰でも優勝のチャンスがあるコンペですの

今後も多数の皆様の参加をお願い致します 

３.移転準備委員会より 

①インターコンチネンタル大阪と覚書を３月 

 ２８日に締結しました。 

②事務局入居の東洋不動産と賃貸契約を４月 

 ８日に締結しました。 

☆☆ ４月度の結婚記念日 ☆☆ 

 大矢 平治  山村 朋史  中島 清治 

 中村 健輔  寺井 種伯  勝見 茂 

 井戸 幹雄  末澤 正大  寺内 清視          

                                       （以上敬称略）  

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは！！ ご来訪の皆様、ようこ

そお越しくださいました。会員の皆様も多数ご

出席ありがとうございます。 

ようやく春らしい気候になりましたが、黄砂・

大気汚染物質・そして中国での新型インフルエ

ンザＨ７Ｎ９と要注意の日々が続きます・・・

日々の手洗い・うがい・マスクの着用を励行下さ

いますよう！ 

さて来週はＧＳＥドイツ・ハンブルグチーム

が当クラブに来訪です。ＧＳＥはgroup study 

exchange 研究グループ交換を指します。ロータ

リー財団には３つの柱のプログラムがありま

す。１、人道的プログラム ２、教育的プログラ

ム ３、ポリオプラスプログラム 

教育的プログラムのひとつに、ＧＳＥがあり

ます。ひとつの国から別の国に、専門職務と事業

に従事する人のチームを交換するという考え

で、ロータリアンのチームリーダーとロータリ

アンでない専門職チームで編成され、異なる文

化の中で自分の職業がどのように遂行されてい

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2199回） 
２）ソング  ロータリー讃歌 
３）卓 話 「平和を実現する人は幸いです」 
       【人間について】-- 
           西海 栄悦 会員 
４）第5回被選理事会 
 

次週（４月２５日）のお知らせ 

１）例 会 （2200回） 
２）ソング  背くらべ 
３）卓 話 「ロシアと日本のこれから」 
     在大阪ロシア連邦総領事 
      ナイリ・Ｍ・ラチ―ポフ 様 
         徳岡 昭七郎会員紹介 
４）5月度定例理事会 
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③事務局のカギを６月３日に受け取り当日か 

 ら家賃発生となります。 

④４月２５日第三回移転準備委員会を開催 

 し、当日インターコンチよりお越しいただ 

 き会議並びに例会に出席頂きます。 

⑤その他種々の事項順次進んでおりますが、 

 駐車場の件は回答待ちでございます。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「新年度ロスターの原稿」提出の締め切りが

過ぎておりますので訂正のない場合もOKとご

記入のうえ早急に事務局までご提出をお願い

いたします。今週中にご提出のない場合はお

配りしております原稿で掲載させていただき

ますのでご了承ください。 

② 次週例会終了後「第5回被選理事会」を開催い

たします。関係各位宜しくお願いいたします。 

③ 以前にお知らせしておりました4月16日(火)午

後からの「殺虫剤散布」が15日に変更になりま

した。15日（月）はお昼から事務局をしめさせ

て頂きますので宜しくお願いいたします。 

④ 本日は100万ドルミールを実施しております。

ご協力の程お願いいたします。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

素晴らしい春の家族会ありがとうございまし

た！！石田委員長、中村副委員長に感謝です。

 川原 和彦 

春の家族会天気にも桜にもメンバーにも恵まれ

有難うございました。         親睦活動委員会 

石田委員長ありがとうございました。春の家族

会で京都の昼、夜 堪能しました。 中村  修 

春の家族会欠席のおわび 残念！！ 永田 秀次 

在籍表彰自祝 保倉先生ありがとうございま

す。 岸本 良一

在籍２１ヶ年表彰 自祝 谷本 圭二 

１９ヵ年在籍表彰 自祝 在本 茂 

在籍１８ヶ年 自祝 中島 豊彦 

在籍１８ヶ年表彰 自祝 大矢 平治 

在籍１７ヵ年 自祝 髙田 肇 

６ヵ月ホームクラブ皆出席 自祝 福井 興 

６ヵ月ホームクラブ皆出席の自祝 髙松 貞彦 

６ヵ月ホームクラブ皆出席 自祝 中島 康之 

６ヵ月ホームクラブ皆出席 自祝 中村  修 

本日の卓話にお付き合い下さい。 大矢 平治 

第３回ゴルフ会多数のご参加ありがとうござい

ました！！準優勝、馬券ゲット自祝 川原 和彦 

第３回川原杯 優勝自祝 梅本 知秀 

保倉先生どうもありがとうございます。元気に

見に行ってきます。 成松 正和 

平成25年4月11日  合計金   85,000円 

          累計金 2,592,029円 

☆☆ 先週（4月 11 日）の卓話 ☆☆ 

「職業奉仕を考えよう」 

       職業奉仕委員長  大矢 平治 

地区職業奉仕委員会より、職業奉仕月間に委

員長自身が卓話をするか、フォーラムを開くな

どして、職業奉仕を全員で考え、クラブとして

の、理念を追求してほしいとの指示があった。し

かし、当クラブでは、その月は職業奉仕賞授与式

を実施する為、このたびの卓話と相成った次第

である。 

職業奉仕については、いろいろと議論されて

きたところではあるが、なかなか難解な部分も

多く、何かの事業を考えるとき、他の奉仕委員会

とオーバーラップする傾向にもある。故に地区

委員会では、ロータリアン個々の職業をベース

にした事業（出前授業、職場体験学習等）に注力

している。 

私どものクラブでは創立当初より職業奉仕活

動を計画し、営々と築き上げてきた、職業奉仕賞

授与式という確たる事業が存在する。これは「継

続は力なり」を思い知らせてくれる立派な事業

と考える。 

そのような中で職業奉仕の理念の追求と、別

途新しい事業活動の掘り起しに 会員全員の叡

智を期待したい。 

＊＊ゴルフ同好会 4 月 9 日(火)＊＊ 

第３回川原杯を芦屋カンツリー倶楽部で開催

致しました。最高の御天気の下、会長以下15名で

競技を行いましたところ、優勝及びベスグロ賞

は梅本会員、２位は川原会長!?でした。 

次回は５月２８日（火）飛鳥カンツリーです。 

☆☆ 本日のメニュー ☆☆ 

コーンスープ  ポークの生姜焼き 

コールスローとポテトサラダ添え 

オレンジ風味のサヴァラン 

ラムレーズンアイスクリーム添え 

パン  コーヒー 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ２名 会員総数 69名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 46名(62名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 16名 

4月11日の出席率 74.19％ 

４週間前（3月21日）の 

メークアップを含む出席率 84.62％ 

メークアップ実施会員     4名（欠席者14名) 


