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＜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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ロータリー親睦活動月間
次週（７月６日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2387回）

会

（2388回）

２）ソング

友と呼べるのは

２）国旗およびロータリー旗に礼

３）卓

「 会長挨拶 」

３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）卓

「 会長挨拶 」

話

石田

道夫会長

４）７月度定例理事会（新旧合同）

「この一年を振り返って」
いよいよ本日６月２９日で最終例会を迎える
事となりました。会長職としては明日３０日が
終了するまで息を抜けませんが何とかこの一年
間無事に過ごしてこれましたのも理事役員の皆
様、会員皆々様、事務局のご支援・ご協力の賜物
と感謝に堪えません。本当に有難うございまし
た。
本 年 度 の RI の テ ー マ“Rotary Serving
Humanity”「人類に奉仕するロータリー」
地区テーマ“The Ideal of Service”
「サービス
の理念」 奉仕の理念ではなく敢えてサービス
の理念と奉仕とサービスの違いを鮮明にされま
した。
（奉仕は一方的行為に対しサービスは相互
的行為として）我がクラブはテーマを「温故知
新」とし当クラブの長きに亘る伝統を維持しな
がら時代に即した新しき善き事をどしどし取り
入れて行ければと思いました。そうした中で職
業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・国際奉仕・クラ

話

橋本

守之会長

ブ奉仕の五大奉仕部門は其々の計画を着実に遂
行して頂きました。
職業奉仕部門は１０月２０日職業奉仕賞授与
式にて７名を表彰させて頂きました。
社会奉仕部門は本年度が三世代社会奉仕の主
幹事役で、児童心理養育施設児童院の子供達と
先生方と「海に遊びに行こうよ」をテーマとして
大阪泉州の岡田浦漁港へ行って地引網を引き、
子供達に実際に生きた魚に触れてもらい、バー
ベキューをし、船に乗って関空近くで飛行機の
離着陸を間近で見られ子供達も大はしゃぎでし
た。
青少年奉仕部門は恒例の青年功績賞授与式が
８月２７日（日）大阪府青少年活動財団「ユース
サービス大阪」奈良県吉野町にて１８名のユー
スリーダーの功績を称えました。９月３日（土）
も大阪府の東大阪“自由の森なるかわ”にて１
６名のユースリーダーに青年功績賞と記念品を
贈呈。
２月２８日（火）大阪市信太山にて大阪市青少
年活動協会“愛称 あいすおおさか”主催の
キャンプスタッフ卒業式が行われ２６名の卒業
生スタッフに青年功績賞と記念品を贈呈させて
頂きました。ローターアクト委員会では本年も
勝見委員長の下、クラブとして優秀クラブ賞（全
体の第2位）、竹内会員が新人賞、野村会員が発

☆☆ 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
３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

59名
41名(54名)
21名
13名

２６６０Lsm賞を、勝見委員長がロータリークラ
ブ賞を受賞されました。本当に良く動かれたと
感心致します。又、青少年交換委員会では永田会
員の御子息がアメリカへ、この７月に帰国され
る予定です。交換受け入れ学生のコリナーさん
も最初は多々問題もありましたが５月２７日の
２６６０地区青少年部門ワークショップでは見
事に代表スピーチを行うまでに成長し、７月に
帰国予定となっております。
国際奉仕部門ではFVP事業「腎臓透析機２台の
贈呈式」が４月２６日にバンコク郊外のロン
ポータエサック国立病院にて行われました。こ
の事業は昨年から山本直前会長・中野直前幹事
のご尽力にてタイ国ノンケームRCの提案を台北
陽明RCと共に実施したものであります。
又、３月１１日（土）台北陽明RCの４０周年記
念式典が開催され１５名の会員、仲西夫人、RAC６
名計２２名が参加。式典の前に当RACと陽明RACと
の友好クラブを更新する調印式を執り行いまし
た。
クラブ奉仕部門では三世代RCの交流を社会奉
仕事業だけでなく更に友好関係を深めようと三
世代クラブ有志懇親会を９月７日（木）に当クラ
ブ主幹事にて「エレキ亭」にて開催。１月２７日
（金）は大手前RC主幹事にて「ル・クロド・マリ
アージュ」５月２５日（木）は中之島RC主幹事に
て「ノルピアット」と持ち回りにて開催。更に３
月２日（木）の“観梅の会”や“紳士の料理教室”
にも顔を出して頂き、交流が盛んになりお互い
の信頼関係が深まったと思います。
米山奨学委員会では大矢委員長の下、福原カ
ウンセラーや金田会員のご尽力で米山奨学生の
OB会を９月３日に開催され、
クリスマス家族会に
も参加頂いて、
今後の米山OBとの交流の流れを築
いて頂きました。
又、井戸５０周年実行委員長のご提案にてヒ
ルトンで例会を行っております大阪西RC、
大阪西
北RC、大阪そねざきRCの４クラブの会を２度設営
しお互い情報交換を図れるように致しました。
５０周年記念事業は実行委員会の井戸委員長
の下、前年の計画委員会を実行段階へと移行し、
組織を部会に編成して各部会ごとで検討し、部
会長会議に諮って進行する形を作り８回の部会

）内は会員総数を基準とした値

6月22日の出席率
75.93％
5週間前（5月25日）の
メークアップを含む出席率 86.27％
メークアップ実施会員
2名（欠席者9名)
長会議を行いました。１月１９日と６月２２日
の２回井戸実行委員長が説明の為の卓話を行っ
て頂きました。7月から創立５０年の年度に突入
です、橋本会長、井戸実行委員長の下で素晴らし
い記憶に残る周年に向けて一丸となって頑張り
ましょう！
戦略計画委員会は二年目の山本委員長の下、
昨年８月、９月、１１月、本年１月、２月、４月、
５月、６月と８回の委員会を開催頂き、当クラブ
の今後の方向性を検討して頂いております。
最後に反省と致しまして会員増強を当初理事
会にて各理事が最低一人の新入会員に入会して
頂くとの約束を致しましたが、私自身が達成出
来ず誠に申し訳なく会員増強の難しさを痛感さ
せられた次第です。
本年は再入会を含め５名の新しい仲間も増え
ましたが残念ながら退会の方を私の不徳の致す
ところ遺留出来ず重ねてお詫び申し上げます。
増強については私も引き続きチャレンジし続け
ますので皆様方も何卒宜しくお願い申し上げま
す。
最後に、この一年間本当に暖かいご支援ご協
力有難う御座いました。
「１年間ありがとうございました。」
幹事 箕村 保
昨年の７月７日の初例会からあっという間の
１年、石田会長が活動テーマとして掲げた「温故
知新」を基にクラブ運営に努めてまいりました。
会員皆さまの温かいご支援のお陰で１年間を終
えることができました。本当にありがとうござ
いました。また、貴重な経験をさせていただきま
した事も重ねてお礼申し上げます。

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

６月８日クラブ協議会終了後、第８回目の５
０周年実行委員会の部会長会議が開催されまし
た。主に式典・祝宴を如何に執り行うかを討議さ
れました。又、６月１４日（水）に井戸実行委員
長、中村健輔部会長が大阪国際がんセンターを
訪問して頂き１０月１２日の例会に植田事務局
長様がセンター設立に関する卓話をして頂くと
の了解を得て頂きました。

当日夜は本年度最終となる情報集会（NO.２・
５）がOMMビル２１Fに在ります「楽待庵」丁度我
がクラブ発祥の地の天満橋にて開催され、これ
はきっと再度原点を見つめ直せとの暗示が含ま
れていたのかも？“照顧脚下”“温故知新”を胸
に刻みます。大川を望み、大阪城の石垣も全て
くっきり見える素晴らしい景観に福井会員も大
層お気に入られて、ついついお酒の量も？でし
た。今回は当クラブの最高齢の福井会員と最年
少の吉村会員が同席にて話をされ、情報集会な
らではと思いました。本当に素晴らしい場所を
設営頂きましたテーブルマスターの西井会員、
山本会員有難う御座いました。
６月１５日（木）例会は休会でしたが、夜恒例
のビアフレンド会がアサヒビアホールで安田会
員、金田会員にも出席頂きお陰様で１６名にて
開催されました。
６月１７日（土）青少年交換のスピーチコンテ
スト及び歓送会がシティプラザ大阪で開催さ
れ、当クラブより川原青少年交換委員長と山本
会員及び目幸ママ、娘さんと夕陽丘高校の池田
先生が参加下さり、コリーナが「私の日本での生
活」を発表し、ホストファミリー４家族（鳥枝さ
ん、永田さん、山本さん、目幸さん）に感謝状が
贈呈されました。皆様有難うございました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①第14回韓日親善会議開催のご案内が届いてお
ります。韓日親善会議参加の旅のご案内も届
いておりますので詳細につきましては掲示板
をご覧ください。
②新入会員インフォメーションのご案内を本日
お配りしております。関係各位宜しくお願い
いたします。
③青少年交換派遣学生 永田秀成君から月例報
告が届いておりますので本日お配りしており
ます。写真も届いておりますので、掲示板をご
覧ください。
④次週例会終了後「７月定例理事会（新旧合同）
のご案内」を本日お配りしております。関係各
位宜しくお願いいたします。
⑤本日18：00より「ガスビル食堂」にて「新旧理
事・役員・委員長懇親会」が開催されます。関
係各位宜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 よろしくお願い申し上げます。
井戸 幹雄
井戸５０周年実行委員長 本日の報告宜しくお
願い申し上げます。
石田 道夫

当社の関係会社の株主総会が無事終りました。
可もなく不可もなくて良かったです。
橋本 守之
川本先輩 この間は御馳走さまでした。いつも
ありがとう御座います。
衣斐 孝雄
昨日は山本喬一様に大変お世話になりました。
感謝。
永田 秀次
山口ひとみさん ようこそ
髙田 肇
川本浩先輩の元気なお顔を拝して誠にうれしい
です。
中川 政照
平成29年6月22日

合計金

28,000円

累計金 2,915,000円
☆☆ 2016-17年度 年間皆出席表彰 ☆☆
ホームクラブ１年間皆出席
橋本 守之

石田 道夫

箕村 保

寺内 清視

山本 喬一

柳澤 興平

メークアップを含む１年間皆出席
福原 哲晃

井戸 幹雄

郡 悦清

南川 和茂

中島 清治

中村 健輔

仲西 良浩

坂本 一民

髙田 肇

寺杣 晃一

梅本 知秀
（以上敬称略）

☆☆ 先週（6月22日）の卓話☆☆
「 委 員 会 」
50周年記念事業実行委員会
井戸実行委員長より現在の進捗状況について
の報告がございました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
7月第1例会のお知らせ
日 時：7月19日（水）19：30～20:45
内 容：「所信表明」
場 所：大阪キャッスルホテル 3F 錦城閣
登録料：8,000円
登録先：幹事 森下 莉恵
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：080-3853-4686
登録締切：7月14日（金）

青少年交換来日生スピーチコンテスト

6月17日シティプラザ大阪において松本ガバ
ナーはじめ学校関係者、クラブ担当者、ホスト
ファミリー参加のもと開催されました。青少年
交換来日生8名の１年間の留学生活の集大成と
してそれぞれが習得した日本語で体験や成果を
発表しました。当クラブ受入のコリーナさんも
高校や留学生仲間にたくさんの友達が出来たこ
とや日本人の考え方が理解出来たことなどを発
表しました。
スピーチコンテストのあと、この8月から海外
に派遣される次年度派遣生も交えて歓送会が開
催され、来日生には修了証、ホストファミリーに
は感謝状が渡されました。

ローターアクトクラブと
ロータリークラブ
諸外国、特に南米では、ローターアクター
からロータリアンになる比率が高いそうで
すが、日本でもローターアクターがロータリ
アンになったという例はあります。
「ＲＡを提唱すると、お金がかかる」「つ
くった後の維持が大変なのでは…」という考
えが、ロータリアンにあるようです。確かに
提唱ＲＣは、ＲＡＣが結成されたときに、Ｒ
Ｉへ加盟金として米貨50ドルを納めたり、地
区レベルの研修会などが行われるときには、
彼らの参加費用を負担しなければなりませ
ん。しかし、ＲＡの会合に関する費用は、Ｒ
Ａ自身の責務で担われることになっており、
すべてをＲＣが負担する義務はありません。
今日の若い人は、明日は地域社会の指導者
です。ＲＩが唱え続けているＲＡの意義や、
実際に素晴らしい活動を行っている、若いＲ
Ａの姿を思い起こし、ローターアクトプログ
ラムに参加してみてはいかがでしょう。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
立

食

料

理

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

