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今日の例会 2019年8月8日 来週の例会

■ クラブ・フォーラム

「会員増強について」

会員増7強委員会

■ 今日の歌 「それでこそロータリー」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 決算・予算報告会

創立55周年実行委員会

■ 8月15日（木） 公休

8月22日（木）

卓話 「相続法改正豆知識」

斉藤 勝俊 君

■ 例会後

加茂ガバナー補佐を迎えての

第3回クラブ協議会

会長の時間 大橋会長

No.2618

例会日：2019年8月8日（木）
（令和元年8月8日）

会員コラム 石川 亨

今月は増強月間です。

皆様のお陰で、二名の入会候補者が出てきました。

例会後の理事会で審議しますが、晴れて入会していただくと、

60名の大台に会員数が復帰します。

少し、ほっとしますね。

この調子で入会者を増やして行きましょう。

今週の初めからタイ出張に行ってきて、今朝帰ってきました。

うちのパートナー会社と会議していたのですが、その会社の

スタッフが大橋さんはロータリアンですよね？うちの娘がこの秋の

RYLAに参加します。と言ってきました。

何でもコラートRCが主催するRYLAの様です。

どうして参加することになったのか聞いたら、学校に案内があった

とのことです。仕事つながりでまさか、ロータリーの話が出るとは

夢にも思っていなかったので、すごい縁を感じました。

コラートはうちの工場がある地域ですので、タイミングがあえば参加

したいと思いました。

このようにロータリー活動は思いもよらないことがいっぱいあって、楽しいです。

これからも皆様と一緒に楽しいロータリーライフを味わいましょう。

会員増強・新クラブ結成推進月間

それでこそロータリー

どこで会っても やあと言お うよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

遠い時には 手を振り合お うよ

それでこそ ローロー ロータ リー

2019～2020年度 国際ロータリー第２６６０地区
秋のＲＹＬＡセミナーのご案内

１．研修日程

２０１９年１１月２日（土）、３日（日）、４日（月・祝）

２．研修場所 サントリー箕面トレーニングセンター

〒５６２－００２７ 大阪府箕面市石丸２丁目１１−１

ＴＥＬ：０７２−７２９−７３２４

３．参加対象 国際ロータリー第2660地区内各ロー

タリークラブの推薦による18歳から30歳までの

青年男女、並びにローターアクト、財団奨学生

、米山奨学生など（但し、外国籍の参加者は日

本語で対応できる方）

４．研修内容 座学と体験を織り込んだ内容

５．受講料他 参加青少年の受講料は、推薦クラ

ブでご負担ください。

（尚、研修会場までの交通費は、各自でご負担くださ

い）

参加青少年受講料 １名 １２，０００円

ロータリアン受講料（全日参加） １名 １２，０００円

ロータリアン登録料（日帰り参加 １名 ３，０００円

（日帰り参加とは、宿飲食を伴わなければ何度でも

参加できます）

６．申込期限 ２０１９年９月３０日（月）

※参加ご希望の方は事務局までお申込下さい。

私が東大阪東ロータリークラブの入会から丸４年

になり、「光陰矢の如し」この言葉が、近年私の

心に響きます。皆様も昔に比べて、時の流れが

速く感じると思われる方もいらっしゃるでしょう。し

かし、これには根拠があって一般的に「ジャネー

の法則」と呼ばれる現象です。例えば１歳のとき

の１年間を基準とすると、１０歳のときの１年間は、

１０倍早く感じ、５０歳になると５０倍になるという

原理です。つまり、時間の心理的長さは年齢の

逆数に比例するというものです。この考えは科学

的にも正しいと証明されており、時間の進み方が

速く感じる諸先輩方は、自然なことで正しいので

す。さて時間の進み方が速いと感じることでメリッ

トもあります。「待つ」ことが苦でなくなることです。

子供の頃、例えばその日の夕方から楽しみな行

事があると、その時間まで途方もなく長く感じられ

た想いは、現在では瞬く間に過ぎる事です。

要は発想の転換が必要だということです。 皆様

とこのようにして過ごせる時間を大切にしたいと

思います。



委員会報告

ロータリー財団委員会
芳田委員長

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日、例会後、決算・予算報告会・第5回創

立55周年実行委員会

【2】 8/15（木）公休

【3】 8/17（土）第10回寺子屋子ども食堂

【4】 8/22（木）ガバナー補佐を迎えてのクラブ協

議会

《連絡事項》

【1】 8/15（木）は公休で例会はお休みです。

【2】 事務局の業務は8/13（火）～8/16（金）まで

休みとなりますので、よろしくお願い致します。

【3】 8/21（水）台湾からの長期青少年交換学生

Shao-Tang LEE君が来日されます。お時間許

す方は空港でのお出迎えをよろしくお願い致し

ます。

【4】 8/22（木）の例会に、青少年交換来日学

生Shao-Tang LEE君ならびに派遣学生田原

陽二郎君が来られる予定です。田原陽二郎

君は8/25に台湾に向けて出発されます。

この度、寺西会員にご協力いただき、私芳田も協力

致しました。有難うございました。8月のロータリー

レートは108円です。皆様のご協力をよろしくお願い

致します。

寺子屋子供食堂も今回で第９回を迎え、梅雨明けと

共に急激な猛暑となった中８月３日開催する事が出

来ました。

子供たちは前回より夏休みとなり、土曜日と言う事で

家族で出かける子も多かったのでしょう、何時もより

少し参加者は少なかったようです。しかし反対に家

族でどこにも出かけない子供たちの居場所を作れた

かもしれず、意義深い一日となったかもしれません。

当日は気象庁の発表によれば、大阪の最高気温は

３６度と言う事で遊びの時間は出来るだけ冷房の利

いた本堂の中でと思っていましたが、庭では蝉がたく

さん出てきています。夢中になれば暑さも忘れ蝉取

りに熱中する子もいます。庭に出る時は安全のため

ボランティアの方にどなたか見守りをお願いしている

のですが、見守りの方が大変で、子供たちにもうそろ

そろ中に入るように言っても、なかなか聞いてくれな

い子もいます。

出席報告 8月1日

先週（8/1）の出席者数：29名（3）
ゲスト1名：米山奨学生 グェン ミン トゥーさん

8/1出席率：56.86％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：58名（免除10名）

7/11 7/18 7/25

HC出席 32(2)名 32(3)名 36(3)名

MU出席 7(0)名 12(1)名 7(1)名

修正出席率 78％ 84.62％ 82.69％

青少年奉仕委員会
米山奨学担当 吉﨑会員

この度、寺西会員にマルチプル7回目にご協力をい

ただきました。また、芳田会員にご協力いただきま

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。

会員研修・会員選考委員会を下記の通り開催いた

しました。

出席者 研修委員 表さん・金子さん・広田

前年度研修委員長 岡田さん

他に 大橋会長 以上５名

日 時 令和元年８月３日 PM６時～９時

内 容

１．今年度の会員研修・会員選考委員会の方針

の徹底

２．メークアップについて

今期、規定審議会において改正されたメー

クアップルールには賛成せず四宮ガバナーか

らのメッセージどおり従来の１４日間ルールを

守ることで意見は一致いたしました。

３．今期は会員増強に力を入れる大橋会長の方

針に添い、新入会員の申し込みが多いと予想

されますので入会の選考に当たっては慎重に

面談と選考を行なうことを確認しました。

４．IM（炉辺会合）について

９月第１回目を行なう予定で９月の理事会に

計画書を提出すること

今年はテーマを設けず自由に意見を述べても

らうことと、会合場所について参加者全員の

顔が見えるような個室を選んでもらえるよう配

会員研修・会員選考委員会
広田委員長

慮してもらう。

５．新入会員だけでなく入会歴の浅い方へのオリ

エンテーションとカウンセリングを積極的に行

いロータリアンとしての自覚を促す

55周年実行委員会
実行委員長 天野 正亮

多くの子どもたちはいつものように、食事、学習、遊

びを室内で過ごしてくれ、心配していた熱中症になる

子は一人も出ず、無事終了する事が出来ました。

今回、子供たちが一番喜んでくれたのは猛暑の中、

広田パスト会長がドライアイスをいっぱい詰めてお持

ちいただいたアイスクリームで、子供たちは大喜び、

ボランティアの方々も一緒に頂きました。普段、私も

アイスクリームはほとんど頂きませんが本当に美味

しかったです。

もう一つ、子供たちが喜んでくれたのは田原会員の

持ってきていただいたわたがしの製造機、室内では

砂糖が散らばって後が大変と言う事で、暑い中本堂

の縁で順番に作りました、田原会員にいろいろ指導

してもらいながら自分で作る事に大きな関心があっ

た様で、終了の時間が来てもお構いなしで楽しんで

いました。

今回、クラブよりは表パスト会長、北川パスト会長、

広田パスト会長、戸田幹事、田原会員と御子息、の

各氏そして天野、いつもご協力頂くボランティアの方

７名、民生委員２名の参加ご協力を頂きました。また、

子供たちは２０名の参加をしてくれました。

寺小屋子供食堂に参加して

参加者 天野さん・北川さん・表さん・戸田さん・田原

さん・山村さん・広田以上７名

日時 ８月３日 AM１１時３０分～PM３時

内容 子供たち（小学生１年～５年生）が１２時前

ころから集まり２０名くらいでした。

１２時に天野さんが挨拶をして食事が始まりました。

食事後プリントが配られそれぞれ思い思いに静かに

勉強をしていました。ロータリークラブ以外にも民生

委員の方や福祉の関係者もこられており子供たちの

相談にも乗って楽しみながら時間を過ごしているよう

に感じました。

私は商売柄子供たちが喜んでくれるのではないかと

思いアイスクリームを差し入れました。ドライアイスを

水に浮かべ白い煙が出るのが珍しいのか大騒ぎを

していました。田原さんは綿菓子の器械を持ち込み

子供たちは喜んで綿菓子を食べていました。山村さ

んは折り紙を持ってこられ子供たちに飛行機や亀や

いろんな動物などを作ることを教えておられました。

今日は夏休みの所為か少し参加者が少なかったよ

うです。天野さんは参加者の設定（弁当などの準備）

にいつも頭を悩ましていますとおっしゃっていました。

このような地域の方々に喜んでいただける奉仕活動

は本当に素晴らしい企画だと参加して実感いたしま

した。


