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■ 第1 回クラブフォーラム 

これからのクラブについて 
      夢を語ろう 

 
 
 
 
 
 
 
■ 今日の歌「奉仕の理想」 

 
 
■ 公休 
■ 7 月30 日（木） 

卓話  抱  理史 君 
  青少年交換プログラム 
  中尾 美月 さん 
 
 
 
 
 
 

井上会員 原始蓮（開花前） 

 
 

会員：60 名（免除6 名） 
先週(7/9)の出席者数：41 名（1） 
ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2 名 東大阪みどりＲＣ 

会長 西村 俊彦様 
幹事 松ヶ下由行様 

ｹﾞｽﾄ 1 名  ｶﾙﾋﾞﾝｼﾞｮﾅｻﾝｽﾀﾝﾄ君 
出席率出席率出席率出席率：：：：74.55％％％％ 

前々週（7/2）の修正 
HC 出席：41(2)、MU 出席：9(2) 
修正出席率修正出席率修正出席率修正出席率：：：：86.21％％％％ 

 

              吉 﨑 会 長    

              
本日の例会は、第一回クラブフォーラムです。会員の自由な討論会です。テーブルごとの討論にはなりますが、最

後にテーブルリーダーにまとめを発表していただきますのでよろしくお願い致します。さて、フィンランドからの青

少年交換学生のエリナちゃんからメールを頂きました。どうやらフィンランドでは冷夏となっているそうです。来日

を楽しみにしている様子が伝わってくるメールでした。そのエリナちゃんと交換で8月2日にフィンランドに向かう

美月ちゃんは、次回 30 日の例会で出発直前の意気込みをスピーチしてくれる予定です。全員で暖かく送り出したい

と思いますので、例会出席よろしくお願い致します。 

ロータリークラブの青少年交換プログラムというのは、1972 年にフランスで始まりましたが、RI 理事会で正式な

プログラムとして推奨されたのは1972 年です。現在では一年間に世界中で9 千人もの高校生がプログラムに参加し

ています。2660地区では、今年は5名の交換学生が来日します。このロータリー青少年交換プログラムでは、４Dル

ールという禁止事項が決められています。Drink, Drive, Date, Drug です。この禁止事項の一つでも破れば即時帰国とい

う厳格なルールです。このほか、青少年プログラムの危機管理が叫ばれる中、プログラムの関係者は全員ハラスメン

トに対する誓約書を提出することになりました。昔の様に、お互いの子弟を交換して子供の可能性を伸ばしましょう

という単純なものでは無くなりましたが、それでも子ども達にとっては一生思い出に残る1年になるはずです。その

ような大切な時間を共有する責任を、委員会の人だけでなく、クラブ全員で認識したいと思います。 
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クラブフォーラム 

ご意見募集！ 



 

              大 橋 幹 事 

≪これからの予定≫ 

【１】7/16（木）クラブフォーラム 

 「これからのクラブについて夢を語りましょう」 

【２】7/18（土）クラブ米山奨学委員長、会長エレクト・ 

 幹事、カウンセラー研修会（芳田会長エレクト、河 

村副幹事、寺田米山奨学委員長、斉藤カウンセラー 

出席） 

【３】7/23（木）公休 

【４】7/31（金）～8/2（日）少年少女ニコニコキャン

プ.（ホスト：東大阪RC、於：なるかわ園地） 

【５】8/1（土）2015-16年度第1回クラブ広報委員長 

会議（大塚広報委員長出席） 

≪連絡事項≫ 

【１】7月25日（土）第2780地区社会奉仕・国際奉仕

セミナーに対し、当クラブに講演の依頼がありました。

天野直前会長が当クラブの活動内容を講演されます。

天野直前会長、宜しくお願い致します。 

【２】7/23（木）は公休で例会はお休みです。 

【３】7/30（木）新入会員石川 亨様の入会式を行い

ます。皆様ご出席宜しくお願い致します。 
【４】7/17（金）事務局都合により11時～終日（16

時）不在となります。ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒宜しくお願い致します。 

【５】活動計画書の行事予定表、訂正のお願い 

 訂正前 9/27（土）秋の家族会→9/27（（（（日日日日）））） 

 
東大阪みどりＲＣ 

西村会長・松ヶ下幹事 

ご挨拶 
 
 
 
 
≪理事就任挨拶≫ 

 

梶本ＳＡＡ 
 
 
 
 

 

寺尾職業奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

◎出席・プログラム委員会       古川委員長 

☆ホームクラブ皆出席 

 天野会員 石田会員 表会員 北川会員 吉川会員 

☆皆出席 

３４年  表 会員 水谷会員 

 ３２年   城戸会員 

 ２９年   金子会員 

 ２７年   溝畑会員 

２６年   勝山会員 

 ２５年   井上会員 

 ２４年   石田会員 

 ２３年  北川会員 

２２年  島 会員 小林会員 

  ２１年  出口会員 岡田会員  

 １９年  芳田会員 

１８年   天野会員 

 １６年   山村会員 

 １２年  田中会員 吉崎会員  

   ９年  広田会員 駒林会員 大橋会員 

   ７年  水上会員 寺田会員 吉川会員 

  ６年  北埜会員 

   ４年   大塚会員 

３年  河村会員 森本会員 藤本会員 西森会 

      員 

２年   古川会員 

１年  梶田会員 板倉会員 山崎会員 

 
 
 
 
◎会員増強・職業分類委員会      水上委員長 
 今年度の職業分類表の見直しを致したいと存じま

す。クラブ活動計画書に掲載されている「充填・未

充填職業分類表」をご確認の上、職業分類の変更を

希望される会員様は、お手数ですが、7777 月月月月31313131 日日日日

（（（（金金金金））））までに事務局までご連絡をお願い致します。

変更される会員様のみで結構です。何卒、ご協力の

ほど宜しくお願い致します。 
 
◎ロータリー財団委員会        北埜委員長 

 この度、溝畑会員がマルチプル8回目をお引き受け

下さいました。有難うございました。7月のロータリ

ーレートは124円です。皆様のご協力を宜しくお願

い致します。 

 

幹 事幹 事幹 事幹 事 報報報報 告告告告    皆皆皆皆    出出出出    席席席席    おおおお    祝祝祝祝    いいいい    

委委委委    員員員員    会会会会    報報報報    告告告告    



≪理事就任挨拶≫ 
 

 
森本社会奉仕委員長 

 
 
 

 

 

三宅国際奉仕委員長 

 

 

 

 

 

一由青少年奉仕委員長 

 
 
 
 
 
須﨑無任所理事 

 
 
 

 

 

井上会員 原始蓮 開花 


