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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう
2018 - 2019年度国際ロータリー会長 バリー・ラシン

本 日 の 例 会

６月１
４日
（第２例会）

にロータリー親睦活動月間である６月中に、親睦活動
を推進するよう奨励されているとあります。
ロータリー

● 卓話 「一年を振り返って」
南賀勝之副会長
武田善博 SAA

● ロータリーソング 「富士の山」

における会員同士の友情・友愛を育むための親睦活
動を推進することが奨励されています。
ロータリーで言う親睦は、英語ではフェローシップ
（Fellowship）
となっています。日本で『親睦』
と言え
ば、
宴会やゴルフや旅行などのイメージですが、
辞書に

次 週 の お 知ら せ

６月２１日
（第３例会）

● 退任挨拶
西谷雅之会長
岡部倫正幹事

● 食膳 〈カツカレー〉

よればフェローシップとは、
『何かを一緒に行う、
または
利害を分け合う人々の行いで生まれる友情の感情、
仲間意識、連帯感』
と言う意味だそうです。つまり、
ロータリーの親睦とは、
ロータリー運動を志す仲間の
連帯・友情ということになります。
そしてロータリーは、
この仲間同士の友情・連帯としての親睦（フェローシッ
プ）が根底にあるのです。次年度ももうすぐ。新旧合同

次 々 週 の お 知らせ
休

６月２８日
（第４例会）

会

の委員会などを活発に開催して頂きロータリー運動
を志す仲間の連帯・友情を深めて頂ければと思いま
す。そこに少しお酒が入れば日本人ロータリアンらし
い親睦活動と言えるのではないでしょうか？

先 週 の 記 録

６月７日
（第１例会）

◆ 幹

● 出席報告
出席会員 35 名（内免除会員 9 名）
会員総数 51 名（同上 17 名）
ゲスト

2名

5 月 25 日（第 4 例会）補正出席率 100％（MU 2 名）

● ゲスト＆ヴィジター（敬称略）
李

告◆

・2019年6月のロータリーレートは110円です。
・本日より会報はiPadになります。操作がご不安な
ので、是非iPadをご持参くださいますようお願い致

37 名

ホームクラブ出席率 81.40％

北村

報

会員はIT推進化委員会がサポートさせて頂きます

ヴィジター 0 名
計

事

讓（ガバナー補佐エレクト）
頌雅（米山奨学生）

◆ 会 長 の 時 間 ◆
６月はロータリー親睦月間（Rotary Fellowships
Month）
です。
ロータリー章典ではクラブと地区は、特

します。
・地区より9月28日（土）に開催される第15回日韓親
善会議のご案内が届いております。
ご出席される会
員は、事務局に登録用紙を置いていますので事務
局か幹事までお声掛けお願い致します。
・本日ポストさせて頂いているご案内ですが、
6月28日
（金）はG20で休会になりますので、その代わりとし
て50周年打ち上げとして6月21日（金）18時より、
百楽にて開催させて頂きます。皆様のご参加お待ち
しております。

！
6月はロータリー親睦活動月間です！

〈 4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真 実かどうか

みんなに公平か

◆ 委 員 会 報 告 ◆

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

とロータリー談義に花が咲きました。その中で、本会

会員増強委員会 村上武史委員長
皆様、50周年記念式典を無事終えることができ、

の正式名称を「城南ロータリークラブ写真同好会」
と
することが決まりました。

ホットされていることだと思います。今年度も後1カ月

次回は７月〜８月頃にシェラトン都ホテル内にて

を切り、なかなか会員増強のためのお声掛けがしにく

親睦例会を予定しています。写真に興味関心を持って

くなっているかも知れませんが、会員増強はクラブ運

おられる方々は是非ともご参加ください、歓迎致し

営の根幹なので、本年度には間に合わなくてもかまい

ます。

ませんので、次年度に向けてよろしくお願いします。
雑誌・広報委員会

中辻康裕委員長

卓 話

６月７日 ＜第１例会＞

「ロータリーの親睦について
『この1年を振り返って』」

「ロータリーの友」 2019年6月号紹介

親睦・出席委員会

【横組記事より】
P7〜15は特集記事で、RCにおける広報活動につい

奥田秀行委員長

て、広報のいろはから、広報ツールの実例、RIのウェブ

今年度は、新入会員歓迎会を

サイトMy ROTARY内にある「ブランドリソースセン

2回、情報集会は大川のディナー

ター」活用について詳しく説明。

クルーズを楽しみ、年末家族会は

P16〜1９には、本年4月に開催されたRI規定審議会

リーガロイヤルにて開催しました。

で採択された立法案のうち、いくつかの注目すべき案

親睦・出席委員会の皆さんにもそ

件についての報告。
「RACのRI加盟」、
「例会前後14日

れぞれの役割でしっかり活躍して頂きました。私も

間のメークアップ規定を同年度内に改定」、
「職業分類

一年間受付にいて、皆さんが気持ちよく過ごして頂け

の制限の廃止」など多くの変更点があり、各クラブの

るよう常に心がけて参りました。今、この一年を振り

細則での慎重な対応が必要と考えられます。

返り、無事に大役を終えることができますのは、皆様の

P38の「お知らせ」に大阪城南RACが2月1日に結成

おかげであると心より感謝申し上げます。有難うござ

されたことが掲載。

いました。

【縦組記事より】
小原一眞副委員長

P25に高槻RCの掃除をしながら街の歴史を学ぶ、
P26に門真RCの創立50周年記念事業として、
フィリ

50周年事業、大いなる成功に

ピンの無電化地域の家庭にソーラーランタンを寄贈

終わり、関係各位のご尽力には頭

という記事が掲載。

が下がります。私はロータリークラ
ブに入会させて頂いて６年の日々

R財団・米山奨学委員会

山本英樹委員長

を過ごしましたが、
まだまだロータ

ご寄付の紹介させて頂きます。西谷会長より財団・

リーの親睦について語るには経験が足りません。
ただ

米山にご寄付を頂きました。今年度も後1カ月を切り

ゴルフ部の遠征幹事を仰せつかった経験、
また会報

ましたがR財団・米山への寄付がまだ不足している状

委員長をさせて頂いた経験から、少しずつですが

況です。
ご寄付まだの方には再度ご案内申し上げまし

親睦の輪に入らせて頂いているのかなあと感じており

たので、6月中にご寄付頂きますようよろしくお願い致

ます。

します。
井上裕貴委員
写真の会

浅井

晃キャプテン

RCの綱領では、
「有益な事業の

６月２日（日）、春の例会として山口寛会員のご案

基礎として奉仕の理想を鼓舞し、

内で神戸どうぶつ王国へ写真撮影に出かけました。

これを育成することです。そのた

合計5名の出席があり、2時間程それぞれ思い思いの

め奉仕の機会として知り合いを深

場所で動物や植物に向けてシャッターを切りました。

めること」
と定めています。他人の

その後は場所を変えて昼食をとりながら、写真談義

ことを思いやり、他人のために役立とうと思う気持ちを

！
会員増強にご協力を！

〈 4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真 実かどうか

みんなに公平か

行動に起こすことが求められています。
そのために、仲

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

考えています。

間同士仲良くなるように親睦を一層深めることとして
います。

泉 浩一会員
今年の3月1日に入会し、3カ月
尾崎

巖会員

が過ぎました。当初は例会が毎週

私は、約12年前に城南RCの会

あり、必ず出席するという事がとて

員となりました。4年前、仕事の都

も困難に感じていました。
しかし、

合により休会しましたが、その間

入会してすでに十数回の出席とな

も同期に入会された方々と約2カ

り、金曜日昼間はロータリーという風に、毎週のスケ

月に一度、友好をあたため現在も

ジュールを組み立てるルーチンが出来てきました。

有意義に継続をしています。50周年を機にというお誘

そして今は例会への出席を義務とは考えず、人と人

いを受け再入会いたしました。50周年の佳節に81歳

の繋がりを持てる場であり、それは自身を成長させる

を迎えましたが、年齢を忘れてますます励みたいと

場であると心がけて出席することで、楽しく活動するこ

意を期する思いでいます。今後ともより一層のご指導

とが出来ています。

ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
宮田正人委員
石濱宏章会員

親睦・出席委員会の活動を通じ

私がこの城南RCに入会させて

て、自分なりに感じたことを述べさ

頂いて、早６カ月が経ちました。初

せて頂きます。正直、入会当初は

めの頃は、関わりのある方はお名

立礼のため他の会員の皆様より

前は直ぐに覚えたのですが、関わ

早く例会に行かなければならない

りの少ない方はお顔とお名前が

ことや例会での出席報告に苦痛やプレッシャーを感じ

一致せず、その方の胸元のネームプレートを探す始末

たものです。ただ、今思えば本当に経験出来て良かっ

です。

たと思います。何より先輩会員皆様のお顔とお名前が

また例会が終わった後なども、手帳を見ながら今日

早くに覚えられたこと、先輩会員皆様に私のことを覚

はこの方と話をしたかな？と思い返しながら手帳を

えて頂けたことが一番の収穫かと思います。立礼の際

めくっているこの頃です。

にこちらからお声を掛けさせて頂いたり、逆にお声を

最近は皆様のおかげでなじむ事が出来、本当に
有難うございます。

掛けて頂いたことでぐっと距離が縮まったように感じ
ました。

田中浩之会員

＜以下

本日の例会欠席のため、宮田委員が代読＞

私は3月に城南RCに入会させ
て頂きました。
その初日、
自身の日
頃のお付き合いでは出会えない

金山信利委員
私は平成29年9月1日に入会させて頂きました。

先輩皆様から歓迎の歌を歌って

まだ親睦・出席委員会に所属して2年目ですがこの1年

頂き、恐れ多さと身の引き締まる

を振り返ってみますと、毎週立礼をし、
「こんにちは」
と

思い、
そして同時に感激を致しました。

言葉をおかけしているうちに、皆さんのお顔とお名前

その後もたくさんのお気遣いを頂戴し、先輩皆様の

がしっかりと一致するようになりました。
次年度は親睦・

方からお声をかけて頂き、本当に温かく迎え入れても

出席委員会には所属いたしませんが、
これからもでき

らってロータリークラブの親睦というものを学ばさせ

るだけ早く例会場に入って、皆さんと沢山コミュニケー

て頂いております。

ションを図り、親睦を更に深めていきたいと思います。

正直、
まだまだ皆様から親睦を頂戴しているだけの
段階ですが、私も早くロータリークラブの社交性を学
び身に付け、先輩皆様に少しでも近づいていきたいと

！
会員増強にご協力を！

〈 4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真 実かどうか

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

藤田佳孝委員
転勤により、非常に短い期間でしたが、
ロータリアン
人生の出発点が大阪城南ロータリークラブで本当に
良かったです。欠席が多いにも関わらず皆様には温か
く接して頂き、ロータリーファミリーとして若輩者の
私を受け入れて頂き、親睦を深めることが出来た事が
貴重な財産になりました。一番学んだことは「飲み会
と二次会は断らないこと」。皆様との出逢いに心から
感謝し、
これからも大切にしていきます。有難うござい
ました。
村上正浩委員

▲ 結婚記念日お祝い 左から梅崎会員、武田会員

城南RC50周年という節目の年度に入会させて頂き
大変光栄な思いで一杯です。期せずして城南RCの
伝統や歴史に触れることができたことは、他の年度よ
りも有難い経験をさせて頂きました。
この経験を無駄にすることなく今後も城南RCのメン
バー様たちが楽しめるような親睦活動のお手伝いが

にこにこ箱

できるように努力して参りますのでよろしくお願いします。

６月７日（第１例会）
・北村讓ガバナー補佐エレクトをお迎えして。

松田振興委員
この一年を振り返ってみると、
この一年はあまり親
睦らしい仕事ができませんでしたが、50周年記念式

西谷会員、岡部（倫）会員
・北村次年度ガバナー補佐、
クラブ協議会まで
宜しくお願いします。

典に海外からの姉妹クラブとの繋がりがちょっとでも
深まるよう、僕なりに努力し、お役に立て、そして、みな
さまに喜んで頂き、帰られたことを嬉しく思いました。
それこそ、親睦ではないかと思いました。

中谷会員
・三つの癌に襲われて体調の回復が思うよう
にならず、
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒
宜しくお願い致します。

ロータリーとの関わりが長いですが、
ロータリアンと
しての歴がまだまだ浅いので、これからもご指導の
ほど、宜しくお願い致します

佐々木会員
・親睦・出席委員長としての一年間を無事終
えることが出来ました。
皆様ご協力有難うございました。
奥田会員
・井上様、
ごちそうさまでした。
濱田会員、石濱会員
・西谷会長、先日はごちそうになりました。
宮田会員
・西谷会長、
ごちそうさまでした。
石濱会員
・西谷会長、
ゴチになりました。
三宅会員
・その他、
お祝い

17件

（ 編集担当 中辻・宮田 ）

▲ 誕生日お祝い 左から西谷会員、武田会員

！
会員増強にご協力を！

