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2015-2016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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青 少 年 奉 仕 月 間
次週（６月２日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

１）例

（2339回）
みかんの花咲く丘

話 「ボールペン」の誕生と特許
高良 尚志会員

４）6月度定例理事会（新旧合同）

会

（2340回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）卓

話 「上方落語の楽しみ方」
天満天神繁昌亭 支配人 恩田

雅和 様

社会奉仕委員会

☆☆ ５月度の結婚記念日 ☆☆
宮里 修一
田邉 三郎

山本 喬一
坂本 一民

寺杣 晃一
衣斐 孝雄
（以上敬称略）

☆ ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様、こんにちは。ビジターの皆様ようこそお
越しくださいました。
今期も残すところ、あと1ヶ月半となりまし
た。5月13日には新旧の職業奉仕委員長会議があ
り、当クラブからも荒木委員長、西浦次期委員長
に参加いただきました。当日の資料をいただい
ていますがロータリーの真髄である職業奉仕に
ついて大変難しい内容の講演がなされたとよう
です。ご出席お疲れ様でした。当クラブの活動に
も活用いただきたいと思います。
また、17日には、当クラブの社会奉仕事業とし
て北区老人クラブ連合会120名の皆様を天満天神
繁昌亭に招待し、当日は中村委員長、山田次年度
委員長、中野幹事に参加いただきました。老人ク
ラブの皆様には大変喜んでいただくことが出来
ました。
天満天神繁昌亭は今年で10年目とのこと
でして当クラブのこの事業も2007年に３クラブ
事業として始めてちょうど10年になりました。

今期の社会奉仕事業は、３クラブ合同の大手
前整肢学園の須磨水族館への遠足に始まり、大
阪市立児童院への２度にわたる訪問、日赤への
献血の協力、さらには災害への義援金の募集と
数多くの事業を遂行いただきました。今期はさ
らにもう一度、献血協力をしたいただくことに
なっていまして、中村委員長にはほとんど毎月
のように活動いただき有り難うございます。こ
れらの奉仕活動をもっと多くのクラブメンバー
の参加があり、さらに家族も参加出来る形で実
施されるとクラブの活性化につながると考えま
す。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①理事・役員・委員長に「2015-2016年度 活動報
告書提出のお願い」を配布させていただいて
おります。活動報告書をご提出いただけます
委員会から随時ご提出をお願いいたします。
②次年度委員長各位のポストに年次計画書の原
稿を配布させて頂いております。ご確認のう
え、加筆・訂正がございましたら事務局にご連
絡をお願いいたします。なお、訂正等が無い場
合もＯＫとご記入のうえ必ず事務局にご提出
ください。
③ロータリー用会員名刺作成をご希望の方は本
日が締め切りですので早急に事務局までご提
出お願いいたします。

☆☆ 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

１名
１名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
44名(52名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
8名

④№1・3テーブル情報集会出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
⑤次週例会終了後6月度定例理事会（新旧合同）
が開催されます。本日ご案内をお配りしてい
ますので関係各位よろしくお願いいたしま
す。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願いいたします。
中村 修
結婚記念日自祝
寺杣 晃一
在籍7ヵ年自祝
中野 格
6ヵ年在籍表彰自祝
中村 修
在籍表彰自祝
中島 清治
在籍表彰自祝
箕村 保
在籍表彰自祝
仲西 良浩
在籍表彰自祝
阪本 宗久
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
髙松 貞彦
6ヶ月皆出席自祝
橋本 守之
郡さんに息子が大変お世話になりました。頼り
にしています。
福原 哲晃
郡ガバナー補佐エレクト 石田会長エレクト本
日は大変なお願いを致し申し訳ありません。
川原 和彦
平成28年5月19日

合計金

65,000円

累計金 2,844,000円

☆☆ 先週（5 月 19 日）の卓話 ☆☆
「北陸新幹線時代の石川の観光」
石川県大阪事務所長 源田善弘 様
本日は石川県の観光PRの機会をいただき誠に
ありがとうございます。
平成２７年３月１４日に北陸新幹線の東京・
金沢間が開業し、早や１年が経過しました。
おかげさまで新幹線利用者数は１，０００万人
を達成し、我々の誰もが、そしてJRの想定をも超
える賑わいを見せており、お客様の８割以上か
ら「満足」との高い評価をいただいているところ
です。
そして、首都圏のみならず全国的に本県に対
する関心が高まる中、関西からも前年を超える
多くの方々に本県にお越しいただいておりま

）内は会員総数を基準とした値

5月19日の出席率
84.62%
5週間前（4月21日）の
メークアップを含む出席率 86.79%
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)
す。新幹線開業により、ともすれば首都圏に目が
行きがちですが、石川は関西の奥座敷と呼ばれ
るほど、歴史的にも経済的にもつながりが深く、
石川と大阪との関係が重要であることにかわり
はありません。
さて、北陸新幹線の金沢開業は、石川の観光に
とって、１００年に１度の大きな節目になるも
のと考えております。
本日は開業効果の一部をご紹介したいと思い
ます。
北陸新幹線の開業により、これまで首都圏ま
で、３時間４７分かかっていた時間が２時間２
８分に短縮されるなど、首都圏や沿線地域から
のアクセス環境が飛躍的に向上したことから、
交流人口の拡大が期待されています。
日本三名園のひとつである兼六園の入園者数
が約１．６倍、金沢城公園の入園者数が１．９倍
となったほか、県内の主要温泉地の宿泊者数も
約１．２倍となるなど、大きな開業効果が県下全
域に波及しているところであります。
また、この開業効果は観光関連業界だけでな
く、企業の進出や本社機能（一部）の移転、駅周
辺の投資促進と地価の上昇などにも影響を与え
ています。
今後は７年後、平成３４年度の敦賀までの開
業に加え、大阪までの延伸が急がれるところで
あります。
開業後の１年で実証された効果をさらに発展
させるためには、１日も早い大阪までのフル企
画による全線整備が必要であり、引き続き大阪
までの延伸に向けて、是非とも皆様のご支援、協
力をお願いいたします。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ディル風味のマリネサーモン、アブルーガ入
りヨーグルトソース、クロスティーニ
牛フィレ肉のミニッツステーキ、バルサミコ
酢風味のオニオンフォンダン、ガーリック
ビーフジュ
梅のクリームとアールグレイメレンゲのタル
ト、蜂蜜ソース
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

