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会長挨拶
会長

母子の健康月間

西田 末彦

2019年4月11日
第1241回（本年度 第37回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 人生2度なし
早瀬 道圓 会員
■第3回ノミニー理事会
11：30〜 サファイアルーム
■第10回5月度理事会
13：40〜 サファイアルーム

次回 4/18 のお知らせ
♬SONG 「日も風も星も」
:
●卓話 国際大会
檜皮 悦子 会員

本日は大阪南ロータリーの米田様、
ようこそお越しくださいました。
ご
ゆっくりご歓談下さい。
さて、いよいよ新元号が決まりました。
「 令和」
です。
「 令和」の令は命
令の令では無くて、令夫人、令嬢の令で素晴らしい、良い、高貴なと言
う意味があるそうです。新しい元号が決まる時、難波の道頓堀のオー
ロラビジョンの前で集まっていた人々は決まった瞬間、
おそらく誰も

予想してなかったんでしょう。
えっ一体何みたいな顔

■「2019-20年度のための地区研修・協議会」

をしていました。
それが時間の経過とともに歓迎ムー

日程：4月13日
（土）

ドに変わっていったのは面白かったです。

登録12：00〜

開会12：30〜

会場：大阪国際会議場

万葉集の中にある言葉だそうですが、安部総理は
「令和」の意味は「厳しい寒さの後、春に美しく咲く梅

5階メインホール

出席義務部門：次年度の役職、担当役職

の様に、皆様の夢と希望が花開く様に」
と言われてお

①会長、②幹事、③クラブ奉仕（会

りました。
また、
こうゆう意味もあると言われておりま

員増強含む）、④SAA、⑤クラブ研

した。
「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ

修リーダー、⑥職業奉仕、⑦社会奉

育つ」。私はこれを聞いた時、
ロータリーの事が頭を

仕、⑧国際奉仕、⑨青少年奉仕、⑩

よぎりました。

ロータリー財団、⑪米山奨学
■「国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会
総会」

幹事報告 (4/4)
2018-19年度第1240回（第36回例会）

日程：5月19日
（日）17：30〜20：30

幹事 藤本 淳司

会場：ヴィアーレ大阪

2階 安土の間

■「第2660地区 2019-2020年度のための会員増強
セミナー」
日程：5月25日
（土）13：00〜16：00
会場：大阪YMACA

2F 大ホール

会長エレクト、次年度幹事、次年度会員増強委員
長、
ご出席を宜しくお願い申し上げます。
■今月のロータリーレート 1米弗＝110円

本日のメニュー
■本日は福田会員の卓話です。
宜しくお願い申し上げます。
■4月11日
（木）早瀬会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願い申し上げます。
■4月18日
（木）檜皮会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願い申し上げます。
■4月25日
（木）井本会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願い申し上げます。
■5月2日
（木）休会です。

小

鉢

若牛蒡と京揚げ煮浸し 糸花

■5月9日（木）5月は青少年奉仕月間で青少年奉仕

造 り

かつおたたき 新玉葱 貝割
紅葉卸し 洗い葱 ポン酢

煮

物

小芋 鯛の子 蕗東寺巻
スナップエンドウ 桜麩

八

寸

川鱒照焼 う巻 烏賊うにろー焼
桜長芋 一寸豆塩蒸し はじかみ
小付 しらす卸し

揚

物

筍挟み揚げ 蓮根
アンデスの塩で

黄檗宗大本山「萬福寺」
ご参拝→福寿園・宇治工

食

事

白ご飯

房にて宇治茶を楽しみ→宇治平等院の参拝・見学

留

椀

赤だし

委員会フォーラムです。
北村讓委員長、
ご準備を宜しくお願い申し上げます。
地区委員会、
その他の報告です。
■「春の家族会」
日程：4月6日
（土）
集合場所：太閤園

9：30集合／10：00出発

香の物

丸中

青唐

今年度のＲ
Ｉ会長のテーマ、その他

福田 忠博 会員
全世界で、
ロータリーはかつてないほど重要な存
在となっており、
より良い世界を築くその潜在能力
は莫大です。
残念なことに、
ロータリーがどんな団体で、
どんな
活動をしているのかを十分に理解している人は多
くありません。私たちのクラブ内でさえ、多くのロー
タリアンがロータリーについて十分に知らず、
ロー
タリー会員であることの恩恵を十分に享受してい
ません。
ロータリーの奉仕は、人びとの人生、
そして地域社
会を変えるものです。真に変化を生み出す奉仕を
18-19RI会長テーマ「インスピレーションになろう」
113年前の創設以来、
ロータリーの役割は、世界に
おいて、
また会員の人生において、絶えず進化して
きました。
ロータリーはその初期、会員が親睦と友
情を見つけ、地域社会で人びととのつながりを築
く方法を提供していました。その後ほどなくして、
ロータリーに奉仕が芽生え、組織の成長とともにそ
の影響も膨らんでいきました。間もなく、
ロータリー
財団の支えもあって、ロータリーの奉仕は世界中
の家族や地域社会の人びとの生活を変えていくよ
うになりました。活動の成果を高めるために、他団
体とのパートナーシップや奉仕の重点分野を生み
出しました。各国政府、国際団体、無数の地元や地

もっと実現するために、私たちは、
ロータリーでの
自分の役割、そして世界におけるロータリーの役
割を、
これまでとは違う角度でとらえる必要があり
ます。公共イメージにもっと重点を置き、
ソーシャ
ルメディアを活用して会員基盤を築き、奉仕のス
ケールアップを助長してくれるパートナー組織に
注目してもらう必要があります。
より持続可能な影
響をもたらす大きなプロジェクトに力を注ぎ、
ロー
タリー年度や任期を超えた活動の研究と計画に時
間を費やす必要があります。一番大切なのは、前
向きな変化を生み出し、私たちが今日直面する課
題に勇気と希望、そして創造性をもって正面から
立ち向かう意欲を、
クラブ、地域社会、そして組織
全体から引き出すための「インスピレーション」
と

域の保健当局と協力して、世界最大の官民協同に

なる必要があるのです。

よる保健の取り組み、ポリオ撲滅にも乗り出しまし

ポール・ハリスが述べたように
「ロータリーは、世界

た。
ますます多くの会員が、友情だけでなく、人助

平和の縮図であり、国々が従うべきモデル」
です。

けのために行動する方法を求めてロータリーに

私にとって、
ロータリーは、単なる
「モデル」
ではな

やってくるようになりました。

く、
インスピレーションです。
ロータリーは、可能性

ロータリーは今も、そしてこれからもずっと、ポー

を指し示し、
そこに到達する意欲を引き出し、行動

ル・ハリスが思い描いた団体であり続けます。
それ
は、
この地球上のあらゆる国の人たちが手を取り
合い、自分を超えた素晴らしいことを生み出せる
場所です。その一方で、今日のロータリーは、類ま
れな不朽の価値を提供してくれます。
それは、才能、
そして世界を変えようという熱意をもつ人たちの
世界的なネットワークの一員となれるチャンスです。
私たちは、地域社会で行動する力が世界的な影響
を生み出し、力を合わせればたいていのことを実
現できる能力とリソースを兼ね備えています。

を通じて世界の「インスピレーションになる」ため
の道を拓いてくれるのです。
2018-19年度国際ロータリー会長
バリー・ラシン

2019-20年度 ガバナー杯表彰式

tulations!
Congra

丸山会員が2019-20年度 ガバナー杯野球大会
最優秀選手賞の表彰を受けました。

tulations!
Congra

佐賀野 雅行会員の事務所の住所が変更になりました。
新住所

〒550-0013
大阪府大阪市西区新町1丁目8-1-6F
TEL：06-6541-3030 FAX：06-6541-3008

上瀬 匠会員のご自宅の住所が変更になりました。
新住所
早瀬会員が米山奨学委員会より「第２5回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

〒574-0007
大阪府大東市北楠の里町15-10

春の親睦家族会

親睦小委員会 委員長 井本 万尋

桜咲く春爛漫の中、4月6日
（土）に本年度の「春の親

美味しさに飲み過ぎる会員も出ました。
その後、
お坊

睦家族会」が華やかに開催されました。当日は会員・

さんによる萬福寺のお寺の話を聞き、全員で宇治平

家族を含め総勢34名もの方々が参加されました。

等院へ移動いたしました。平等院も改修され櫻に包

当日朝より晴天に恵まれ、太閤園に集合し予想され

まれ見事な景色を醸し出していました。

た渋滞もなくお昼前には黄檗山 萬福寺に到着し広

帰りは少し予定時間を過ぎましたが全員無事に帰阪

い敷地内を全員で見学しました。

してまいりました。

また、お昼には名物の「普茶料理」を楽しみあまりの

2019年国際ロータリー第１・第２・第３ゾーン
会員基盤向上セミナー
高島 凱夫 会員
2019年国際ロータリー第1・第2・第3ゾーン会員基
盤向上セミナーが4月8、9日、東京・ホテルオークラ
で開催されました。財団から村橋会員、ロータリー
コーディネーターとして高島が参加されました。

4

4

ニコニコBOX

西田：本日の卓話、福田さん、宜しくお願いします。ニ
コニコ
木村：福田さん、卓話宜しくお願いします。
藤本：福田会員、本日は卓話宜しくお願いします。
村上：福田さんさん、卓話楽しみです。ニコニコ
北村（讓）
：4月の第1例会、ニコニコ
戸田：福田さん、卓話楽しみにしています。
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
嶽下：福田さん、卓話楽しみにしています。
下岡：人間ドックに行ってきました。結果はまだです。
前田：肺炎と言われました。福田さん、早退します。す
みません。
檜皮：①本日お誕生日上山会員、
おめでとうございます。
②福田さん、卓話宜しくお願いします。
上山：本日、68歳をむかえました。
村橋：新元号決定を祝して
杉村：桜が満開です。
でも少し寒いですね。
ご自愛く
ださい。

▲お誕生日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・上瀬 匠会員・北村 薫会員・
上山 英雄会員・西田 末彦会長

本日合計 : ￥35,000
計 : ￥1,808,471

累

●出席報告

▲結婚記念日のお祝い：左より吉田 了会員・安達 昌弘会員・西田 末彦会長

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
6名
0名
30名
5名

出席率
3月7日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
0名
0名

85.71 %
91.42 %

●本日のビジター
大阪南RC

米田 幹郎 様

●メイクアップ
▲事業所設立記念のお祝い：左より小林 俊統会員・金森 市造会員・
村上 俊二会員・福田 忠博会員・木村 眞敏会員

安達 昌弘
下岡 陽一郎
杉村 雅之

3 月13日
2 月24日
2 月25日

ロータリーデー説明会
補助金セミナー
インターアクト合同会議

