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今日の例会 2019年11月7日 来週の例会

■ 卓話

「自己紹介 PART2」

山崎 直人 君

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」

■ 例会後 11月度定例理事会

■ 11月14日（木）

卓話 大阪中央ロータリクラブ

パストガバナー 横山 守雄 様

大阪中央ロータリークラブ直前会長

大阪中央ミレニアムズロータリー衛星クラブ

議長 藤田 定信 様

■ クラブフォーラム「衛星クラブについて」

会長の時間 大橋会長（10/24分）

No.2629

例会日：2019年11月7日（木）
（令和元年11月7日）

今日は友人紹介例会です。

中西様、松田様、札元様、ようこそお越しくださいました。

ゆっくりとロータリーの雰囲気を味わっていって下さい。

また、本日は世界ポリオデイです。

後程の懇親会の時にポリオに関するユニセフの映像を流す予定です。

よろしくお願いします。

今日の週報とダブりますが先週のタイ出張の折、近所でRYLAをやっ

ていると聞いたので開講式へ行ってきました。

規模も300名と多く、期間も16日から20日までと長く、お世話をする

ロータリアンは大変やなあと思いました。

コラート動物園で開講式をやり、カオヤイでキャンプと聞きました。

地区は3340地区で姉妹クラブであるヤンナワRCとは違う地区でした。

違う国でも同じロータリアンと言うだけですぐに仲良くなれるのもロータリーの醍醐味だと感じました。

今日のゲストの方たちもロータリーに触れていただいて、是非とも入会をお待ちしています。

ロータリー財団月間

第1回IM（情報集会）第4班 報告

リーダー 北埜 登

サブリーダー 山崎 直人

日 時 ： 2019年10月10日（木） PM ６：３０～

場 所 ： 和牛処 助春

参加者 ： 表 康之 奥林 繁一 小林 一成

大橋 秀典 古川 靖明 新井繫太郎

前田 興二 戸田 尊文 広田 甫

北埜 登

10月10日（木）10名の参加者でIM（情報集会）を新

井会員のお店（助春）にて開催いたしました。

今回は特に議題は設定されておらず、大橋会長

の挨拶でIM（情報集会）がフリートークで始まりま

した。

以下の話題について主に討議を行いました。

○例会の服装

例会では品位ある服装で参加とされておりますが、

数年前からクールビズと称しノーネクタイが一般化

されてきました。

夏がすぎればネクタイが必要ではないのか。

作業服で参加されても良いのでは。

女性も男性も相手に不快な印象を与えない服装で

良いのでは。

これから入会しようとする若い新入会員の対応を

考えなければならない。

○例会の席

生まれ月 干支 くじ引き 等で例会の席を決めて

クラブの活性化を考えては。

○会員増強

例会場、例会時間、例会回数の変更を考え新しい

会員の増強を促す。

この様な話題以外に話が盛り上がり、終始和やか

な雰囲気で楽しい時間を過ごせました。

会員コラム
島 顕侑

愈々来年からあらゆる責任から解放される生活に

入れそうです、齢、満八五才後期“超高齢者”の仲

間入りです、よくぞここまで生き永らえた事と感謝、

感謝です。

これから何年生きられるか分かりませんが愈々、

自由人生の始まりです。

今まで時間が無く出来なかった、読書、観劇、その

他の趣味諸々、自由？を満喫したいと思っている

今日この頃です、それも健康第一、この十年八回

入院、四回手術、病気も卒業です

お陰様で、今のところ体調はすべて順調？です、

新生活へ向かってスタート！！

●ところで、会報資料担当からお願いですが、期

首にお願いしておりますが、折角の会員同士の絆

を深める機会として、会員コラム欄を設けました、

五十音順で回って来ますので、ご多忙とは存じま

すが、その節はご寄稿宜しくお願い致します。

友人紹介例会

2019年10月24日（木）
於：オ・セイリュウ

2020-2021年度理事及理事役員候補

についてのお知らせ

10月24日はクラブ細則第1条、第1節に拠りまして

年次総会の7週間前に当たり、理事、役員の立候

補者の受付を選挙規定により開始致します。立候

補される会員は、1週間以内に指名委員会まで書

面にてお届け願います。



委員会報告

幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日、例会後、11月度定例理事会

【2】 11/9（土）青少年交換第1回ホストファミリー

懇談会及び来日生懇談会（田原会員、ショウ

タン リー君出席）

【3】 11/10（日）学友会総会（吉﨑ガバナー補佐

エレクト出席）・インターアクト年次大会

【4】 11/15（金）東輪会ゴルフコンペ

【5】 11/16（土）第16回寺子屋子ども食堂

《連絡事項》

【1】 本日、例会前に第2回指名委員会を開催致

しました。

【2】 11/21(木）はオ・セイリュウにて18：00より東

大阪みどりＲＣ、大阪ネクストＲＣとの3クラブ

合同例会です。多数のご参加よろしくお願い

致します。

【3】 11/28（木）は通常例会ですのでよろしくお

願い致します。また、同日石巻東ＲＣ会長浅

野様がメーキャップにいらっしゃる予定です。

地区役員、地区委員、簡 仁一ＧＥ、広瀬委員長以

下 16名

クラブ会長、幹事、米山委員長、カウンセラー、ロー

タリアン家族80名

※グェン ミン トゥーさんの発表を紹介します。

グェン ミン トゥーと申します。東大阪東ＲＣはお世

話クラブです。今日宝塚劇場へ行くのは2回目です。

楽しかったです。米山ロータリーの皆様のお陰であ

り、有難うございます。

私のカウンセラーは北川さんです。

今論文を完成しながら就職活動をやっているところ

です。私の事をいつも心配して色々な事を教えて頂

きました。今月、北川さんから就職が出来る様面接

の本をいっぱい頂きました。とても嬉しいです。申し

上げたい事、一杯ありますが2分では言えません。

いつも応援して頂いている東大阪東ＲＣ会員の皆

様、カウンセラー、表さん、田原さん、青少年交換学

生も今日一緒に来て頂いてます。心からお礼申し

上げます。奨学金期間はあと半年、たくさん綺麗な

思い出を作り、論文と就職活動ももっと頑張ろうと

思います。又宜しくお願い致します。

出席報告 10月24日

先週（10/31）休会
（10/24）の出席者数：25名（4）

10/24出席率：47.17%

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：60名（免除11名）

10/3 10/10 10/17

HC出席 31(2)名 31(4)名 28(5)名

MU出席 9(2)名 10(0)名 13(1)名

修正出席率 75.47％ 77.36％ 74.55％

１１月２日、第１５回子供食堂を実施いたしました。

素晴らしい秋晴の好天に恵まれましたが、当日は

地域のイベントである縄北フェスタが開かれていた

こともあり、いつもより少し子供の参加はすくないと

予想していました。そこで、参加した子供に聞いて

みると、ほとんどの子供がそのフェスタに行った後、

子供食堂に来てくれたことがわかりました。

今回もいつものように食事、学習、あそびのスケ

ジュールですが、いつもは食事がすむと学習まで、

食事の遅い子もいますし本堂の中で過ごす子が

多かったのですが、天気が良かったせいか、それ

とも１５回目を迎えて慣れてきたせいか、元気な子

は庭に飛び出し遊び始めました。学習の時間に

なったのでみんなを呼び集めて学習のスタート、ボ

ランティアの方も子供について一緒に頑張ってくれ

ました。遊びの時間にはそれぞれ庭に出て遊ぶ子、

本堂の中で遊ぶ子、様々ですが、ある子供が前に

田原会員が持ってきてくださった綿菓子を作る道

具を見つけ、綿菓子を作ってほしいと言い出した

ので、作り方もよくわからない中、秋のさわやかな

陽光のもと本堂の縁側で悪戦苦闘、こどもたちは

行列して待っています。試行錯誤の末ザラメの砂

糖よりキャンディを材料にするのが良いことがわか

り、問題解決、子供たちは綿菓子を自分で巻き取

り楽しみました。

55周年実行委員会
実行委員長 天野 正亮

２．内容 ①ロータリーの歴史

②ロータリーの基本理念

Ａ．ロータリーの目的

Ｂ．４つのテスト

Ｃ．社会奉仕に関する１９２３年の

声明（決議２３－３４）

〔超我の奉仕〕 〔最もよく奉仕

する者、最も多く報いられる

Ｄ．ロータリアンの行動規範

③五大奉仕部門

④ロータリアンの義務と特典

⑤クラブの組織

以上 〔今日からロータリアン〕

より抜粋して説明を行ないました。

⑥活動計画書とロータリーの友に

ついて

⑦メークアップについて

３．懇親会 午後７時よりﾎﾃﾙセイリュウの中華

を楽しみながら、お酒も少し入りリラ

ックスしていただき日頃聞けないよ

うな個人的なお話を聞かせて頂いた

り有意義な時間を過ごすことが出来

ました。少しはロータリーの事につ

いて理解を深めることが出来たので

はないかと思います。

今後のご活躍を期待しています。

今回はクラブより広田パスト会長、吉川パスト幹事、

そして私の３名、民生委員２名、いつもご協力をい

ただくボランティアの方１０名、前々回第１３回の時

参加をしてくれた東大阪大学の学生１名、そして子

供の参加は２３名でした。

また、広田パスト会長より子供たちの家庭に調味

料や食品を詰め合わせたプレゼントをいただきあ

りがとうございました。

青少年奉仕委員会
米山奨学担当 北川 忠嗣

【国際ロータリー第2660地区

米山奨学生レクリエーション】

日 時：2019年10月27日（日）

場 所：宝塚大劇場

参加者：144名

東大阪東ＲＣより 表会員 田原会員

北川カウンセラー

米山奨学生 グェン ミン トゥー

青少年交換学生 ショウ タン リー

ＡＭ10：00 登録

ＡＭ11：00 観劇（宝塚月組公演）

ＰＭ 2：00 終了

ＰＭ 2：20～懇談会

開会挨拶及び乾杯ガバナーエレクト

簡 仁一

48名の奨学生それぞれが自分のカ

ウンセラーの事及び近況報告等3分

間スピーチあり

会員研修委員会

委員長 広田 甫

副委員長 表 康之

【新入会員オリエンテーション実施】

１０月２８日午後６時よりロータリー事務局にて約１

時間下記の通り新入会員への研修会を実施致しま

した。

１．参加者 城戸総一郎会員・前田興二会員・

滝川晃会員


