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2014-2015年度RIテーマ

＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か 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
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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング

（2255回）
友と呼べるのは

３）クラブ協議会

☆☆ ７月度の結婚記念日 ☆☆
高橋 竜啓

平尾 彰彦
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

今日、明日と大型で強い台風８号が日本列島
を襲い、明日には近畿地方にも最接近するとの
ことで、十分ご注意下さいますように。
さて、今週は月曜日に交換派遣学生のコウ君
が、わがクラブに様々な波紋を残して帰国して
いきました。この一年間、お世話を頂いた木村忠
夫青少年交換委員長はじめとして委員の皆様、
実際にお世話頂いたホストファミリーのご家庭
には、ただただ御礼を申し上げます。青少年交換
プログラムは、１９２０年代にヨーロッパで
ロータリアンの子供同士を交換し、互いにホー
ムステイをさせあい、我が子のように育ててみ
ようという試みに端を発しています。近年は、世
界中で年間７０００人の１６才から１８才の高
校生が参加しています。本年度も、当クラブから
徳岡虎太郎君がフランスに参ります。８月２３
日にはフランスから女子高校生がやって参りま
す。
本年度は山本喬一会長エレクトが地区青少年
交換委員会委員長の重責を荷われています。
我がクラブとしては、長年毎年のように派遣
学生を送り出し、また、受け入れてきました。し
かし、特に受け入れをめぐっては、会員の間に不

ＮＯ．２２５５
次週（７月２４日）のお知らせ

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2256回）
我等の生業
「人間と宝石の歴史」
中川 政照会員
４）8月度定例理事会

協和音が発生し、会員の退会にまで至る事態に
なっております。山本地区委員長を送り出して
いて、この事態を放置する訳には参りません。
会員間の信頼と友情を維持するためにも、大
矢青少年奉仕委員長の下、三谷青少年交換委員
会委員長、髙田副委員長、木村前委員長、徳岡・
山村委員の各段のご奉仕・取り組みをお願いし
たいと存じます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪中之島RCより創立20周年記念式典にご参
加頂きました関係各位に記念誌が届いており
ますので本日お配りしております。
②地区から届いております「青少年プログラム
2015-2016年度 派遣学生募集要項」の詳細に
つきましては掲示板をご覧ください。
③「2014～2015年度 上半期会費のお願い」をさ
せて頂いております。お振り込み宜しくお願
いいたします。
④名刺作成ご希望の方はアンケートのご提出を
お願いいたします。
⑤「若手ロータリアン研修セミナー・懇親会開
催」参加ご希望の方は申し込書を事務局にご
提出お願いいたします。
⑥次週例会場にて「クラブ協議会」を開催いたし
ます。 出欠のご返事を事務局までお願いいた
します。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

６ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
小寺 一矢
在籍５０ヵ年まで、あと４年頑張ります。
川本 浩

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

64名
47名(59名)
23名
12名

合計金

70,000円

累計金

260,000円

7月10日の出席率
79.66％
４週間前（6月19日）の
メークアップを含む出席率 83.05％
メークアップ実施会員
1名（欠席者11名)
時に演奏でき、1人でも楽しむことができます。
また、木製のボディーから紡ぎ出される音色が
不思議と日本人の心に馴染むようで、童謡や唱
歌と共に皆様に喜んで頂いております。 アル
パとの出会いは青年海外協力隊に参加したのが
きっかけです。音楽教育普及という協力隊活動、
アルパという文化修得、そして豊かな自然と
ゆったり流れる時間の中で、なんとものんびり
とした人々との交流、私にとって貴重な体験と
なりました。
現在は、その経験を生かし、各種団体様からの
ご依頼演奏をメインに演奏活動を、また協力隊
体験講演も行っています。微力ながら遠く離れ
た南米のこと、そして日々お忙しい皆様に少し
でもアルパの音色でほっこりしていただく時間
をご提供できるよう、これからも精進して参り
たいと思います。
どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げま
す。

クラブ在籍３１年自祝 先輩、会員の皆様に感
謝。
橋本 守之
在籍２５ヶ年自祝
安田 義治
６ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
寺内 清視
ホームクラブ自祝
木村 忠夫
１４年在籍自祝
高良 尚志
６ヵ年在籍自祝
山田 雅則
在籍１ヶ年自祝 あっという間でした。
寺杣 晃一
改めまして、昨年度、谷本会員に大変お世話に
なった事に感謝して。有難う御座いました。
中村 健輔
本日の卓話 丸田さんのハープ演奏お楽しみ下
さい。
川原 和彦
平成26年7月10日

）内は会員総数を基準とした値

☆☆ 先週（7 月 10 日）の卓話 ☆☆
「午後のひととき！！アルパの調べを・・・・」
アルパ奏者 丸田恵都子 様
この度は、川原様を通じまして、大阪天満橋
ロータリークラブ様にてアルパ演奏させて頂き
まして有り難うございます。貴クラブの皆様と
の新しい出会いに御礼申し上げます。
さて、アルパ（arpa）とはスペイン語でハープ
を意味します。アルパ音楽の特徴は、自然をモ
チーフにしたものが多く、風・水・小鳥のさえず
り等を巧に表現します。伴奏とメロディーを同

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
トマトガスパチョと海老のセビチェ、バジル
のペースト
タスマニア産サーモンとレモン、ケッパーと
バター風味のつぶしポテト
ホワイトチーズケーキと柑橘フルーツ
コーヒー

友と呼べるのは

信じ合っているから

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

一、友と呼べるのは

ねがいが同じだから

大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

友と呼べるのは

世界を作るために

しごとは違って も

平和で暖かい

世界を作るために

一人一人の

平和で暖かい

許し合っているから

ロータリークラブ

二、友と呼べるのは

のぞみが同じだから

おおロータリー

友と呼べるのは

時間は違っても

世界に満たすために

一人一人の

奉仕の理想を

世界に満たすために

ロータリークラブ

奉仕の理想を

おおロータリー

