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今日の例会 2019年7月18日 来週の例会

■ 理事・委員長就任挨拶

職業奉仕委員長 森本 竜一 君

親睦活動委員長 新井繁太郎 君

会員増強・職業分類委員長

須﨑 洋一 君

■ 今日の歌 「我等の生業」

■ 7月25日（木）

クラブフォーラム

「創立55周年記念式典について」

55周年実行委員長 天野 正亮 君

会長の時間 大橋会長

No.2615

例会日：2019年7月18日（木）
（令和元年7月18日）

クラブ一丸となって増強頑張りましょう！

理事 岡田 耕治

いよいよ新年度がスタートしました。それに伴いま

して吉﨑ガバナー補佐エレクト（ＡＧＥ）のスタートで

もあります。

これからガバナー補佐（ＡＧ）を次年度に控えて、東

大阪ＲＣ所属加茂ＡＧと歩調を合わせて一歩一歩

前進されることを大いに期待をしております。そして

この度クラブを挙げて吉﨑ＡＧＥを激励する会をＡＧ

経験者の表会員と私の2人の呼びかけで行うことと

なりました。

7月25日（木） ＰＭ6：30 大成閣（心斎橋）にて

盛大に行いたいと考えております。会員の皆様に

はご多用とは存じますが、一人でも多くの方のご参

加をお待ち申し上げます。

又、ＡＧＥの役職に就きますと、月1回のガバナーエ

レクトとの会議を始め、これから本格的にスタートし

ますＩＭ第4組13クラブのクラブ協議会（年間最低2

回出席）、地区主導の各種地区委員長会議、ＰＥＴ

Ｓ、地区・研修協議会、ＩＭ、その準備の為の会議、

第4組会長・幹事会など50回以上の会議に出席しな

ければなりません。その為には、活動費－特に交

通費を個人負担する必要が生じますので、クラブと

してＡＧＥに対して年間2万円（ＡＧに対しては3万

円）を拠出することを7月の理事会で承認を致しまし

た。

会員一人一人がＡＧＥに対して協力できる機会は余

り生じませんが、ＩＭ第4組では最初の女性ＡＧＥで

すので、クラブ総力で応援をしましょう！！

出席報告 7月11日

先週（7/11）の出席者数：31名（1）

ゲスト 1名：青少年交換来日学生
リザ メネトリエ さん

7/11出席率：63.27％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除10名）

6/20 6/27 7/4

HC出席 30(2)名 26(2)名 31(2)名

MU出席 14(0)名 21(0)名 12(1)名

修正出席率 83.02％ 88.68％ 84.31％

青少年交換来日学生リザさんを囲んで

リサさんは帰国前の最後の例会に参加してくれました。

私は地区の青少年交換委員会なので、8月23日に来日された時の事を鮮明に

覚えています。

あれから10か月、月日が経つのは早いですが、日本での経験を生かして元気

に頑張ってください。

先の日曜日に東京へ全国青少年交換委員長会議に参加してきました。

朝の10時から17時までみっちりでした。

内容は交換に関する意見交換と、危機管理、ハラスメントについてでした。

講演者が当地区の近藤氏と片山パストガバナーで、このような全国の会議で

当地区から二人も講演者が出るのはすばらしい事で、誇りに感じました。

印象的な言葉は、Our Youth Our Future 我々ロータリアンは私たちの青少年・子供たちの為に存在している で

した。

私たちはロータリアンとして、誠実・高潔で高い倫理性を持って、一個人としてまた社会人として常に行動しなけ

ればならないと言うことだと思います。

それと最後に増強です。

これは私の年度のテーマでもあるので、ご協力をよろしくお願いします。



委員会報告
55周年実行委員会

実行委員長 天野 正亮

【７月６日 報告】

７月６日第７回寺子屋子供食堂を行いました。毎日

梅雨空の続く中、当日もすっきりとはしない曇り空で

したが、また、幸運にも雨は降らず、今回まで一度

も雨は降っていません。

いつも、なにか子供たちが喜んでくれそうな事を考

えているのですが、私はこの前日の５日、保護司を

している関係で毎年瓢箪山駅前で行われる社会を

明るくする運動の広報活動に参加しています。市長

や枚岡警察の署長も参加して、商店街を行く人たち

にグッズのうちわやティシュを配布するものですが、

商店街を歩いていた時、七夕の笹が売られていた

のを見かけました。そうだ、明日の子供食堂ではこ

れがいいと思い七夕の笹飾りを作ることを思いつき

ました。

いつも子供食堂の前日、午後２時には献身的なボ

ランティアの方、関谷さん上野さん、福井さん、大西

さんの４名の方が準備の手伝いに来て下さいます。

相談したところ、それはいい、やりましょうと言う事

になり早速、会場の準備を関谷さんと上野さんにお

任せして、その準備の短冊や色がみを買いにコ―

ナンまで走りました。一方飾り付ける笹はお寺の裏

庭には竹藪があるので、そこから調達する事にしま

したが、御存知かどうかわかりませんが竹は切って

水に付けておいても全く水を上げません、一日たて

ば葉も巻きしおれてしまいます。そこで、竹だけは

当日いつもより早くボランティアの方に来て頂き切

る事にしました。竹はちょうどこの七夕の頃、新芽を

出し鮮やかな若みどりになるのです。

もうひとつ、準備の段階で用意したのはおやつの抽

選会です。毎回子供たちに渡すおやつはお菓子の

卸問屋に仕入れに行き、それを誰もが公平になる

様に仕入れた箱や袋を小分けにし、一人分ずつ袋

詰めしているのですが６回目、７回目となると端数

のお菓子が出て余ったり、不足したりします、また、

善意で届けて頂くお菓子もあり、なかなか同じ様に

は行きません、そこで今回はいろいろな種類のお菓

子を袋詰めにして抽選でお菓子を分ける事にしまし

た。

皆出席お祝い

出席・プログラム委員会
浅浦委員長

☆ホームクラブ皆出席

北川会員 藤本会員

☆メークアップ皆出席

３８年 表 康之
２９年 井上 家昌
２８年 石田 肇
２７年 北川 忠嗣
２６年 小林 一成
２５年 岡田 耕治
２３年 芳田 至弘
２２年 天野 正亮
２０年 山村 安徳
１６年 田中 哲男 吉﨑 広江
１３年 広田 甫 大橋 秀典
１１年 水上 雅博 吉川 宏
７年 藤本 良男
４年 戸田 尊文
３年 一由 麻里
２年 斉藤 勝俊 田原 さおり

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 7/20（土）第8回寺子屋子ども食堂・青少年交

換プログラム来日学生オリエンテーション

（Shao-Tang LEEさん、一由会員、大橋会員、

山本会員、田原会員出席）

【2】 7/21（日）ローターアクト第1回地区献血

【3】 7/25（木）例会・クラブフォーラム（創立55周

年記念式典について）・吉﨑ガバナー補佐エ

レクト激励会 18：30～ 於：大成閣（心斎橋）

＜連絡事項＞

◎会員の動向

森本 竜一 会員（事業所住所変更）

事業所 (株）北新地サンド 代表取締役

(株)Ｒ-ｅｘ 代表取締役

〒577-0042 東大阪市西堤1丁目13番11号1Ｆ

ＴＥＬ：06-6781-3101 ＦＡＸ：06-6781-3102

【６月１５日 報告】

６月１５日、第６回寺子屋子供食堂を実施致しまし

た。これまでの子供食堂は全て好天に恵まれまし

たが、当日の天気予報はかなりの悪天候とのこと

で、朝から強風が吹き、竜巻注意報まで出ていまし

た。しかし、不思議な事に子供たちが集まる１２時こ

ろには天気は一時的に回復し遊びの時間には庭で

遊ぶ事が出来ました。子供たちは庭に飛んでくると

んぼやちょうちょを追いかけ走り回り、中には植木

鉢の裏にいた団子虫を何10ぴきと集めてくる子もい

ました。私は子供のころ団子虫は気持ちの悪いも

のと思っていましたが、今の子どもはかわいい虫と

思っているようです。

また、前回に引き続き山村会員が鋏で切り抜いて

作る紙飛行機の型紙を持ってきていただき、興味

のある子は一生懸命切りぬいて自作の飛行機を作

り、試験飛行、植木に引っ掛かったり、山門や釣り

鐘堂の屋根に乗ってしまったり、でも幸か不幸かこ

の日の強風のお陰で飛ばされて落ちてきました。

そして、表パスト会長は子供が自分で持ってきた

カードのゲームに最後まで付き合って頂き本当にお

疲れさまでした。

それと、吉崎パスト会長は東大阪のかるたを持って

きていただき子供たちと楽しい時間を過ごして頂き

ました。

いつもの終了の３時３０分が近付いてきた頃から.天

候が急にあやしくなってきたので子供たちの帰りの

事を考え、早い目に終わる事にしました。その結果、

４時前には大雨となりましたがもうその頃には子供

たちは家に付いていた事と思います。

いつも苦労するのが食事の注文の数です。次回の

出欠を子供食堂の時に言ってくれる子、また事前に

電話をして下さる保護者の方、ボランティアの方、４

で０人から５０人の出欠を正確に把握するのが毎回

大変で、いつも木曜日の例会でのロータリアンの出

欠を確認してから注文をしていますが、一番心配す

る事は食事が足らない事なので、少し多めに注文し

ていますが、今回はあまり余ると食の廃棄の問題

があると考え、ぎりぎりの数で注文しました。結果、

一つだけ不足となり、ボランティアの方が自分はい

いと言って下さいましたが、そうはいきません。バイ

クで弁当を買いに走りました。毎回、色々あります

が、それも楽しみと考えて奉仕しています。これだ

けの事はいくら一人頑張っても出来ません。ご協力

の皆様にひたすら感謝のみ。

今回の子どもの参加は２５名、ロータリアンの参加

４名、民生委員２名、いつものボランティアスタッフ９

名、社会福祉協議会から１名の参加ご協力を頂き

ました。

いつものように、１２時には子供たちが集まり、食事、

学習を済ませて、お菓子の抽選会、なかなかこの

抽選会は好評でした。そして、七夕飾りをみんなで

作り、短冊にはそれぞれの願いを書き、色がみで工

夫を凝らした飾りが付けられ、様々な七夕飾りが出

来上がり、また庭ではトンボやチョウを追いかけた

りいつものように元気で子供食堂を楽しんでくれま

した。

なを、今回ロータリーからは大橋会長、石田パスト

会長、そして天野。

ボランティアの方は民生委員会より２名の参加を含

め１１名のご協力を頂き、子供たちはいつもより少

し少なく２２名の参加がありました。

◎青少年奉仕委員会 米山奨学担当 吉﨑会員

この度、島 会員に第10回米山功労者メジャード

ナーに御協力いただきました。有難うございました。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。




