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本日の例会（第2660回）「孔雀の間」

・Rotary Song

前回（9月18日）例会記録「孔雀の間」
≪大阪淀川ＲＣ・ＲＡＣ合同夜間例会≫

｢国歌｣｢奉仕の理想｣

・会長の時間

・司

・10月度お誕生祝

・Song（Rotary）

末松大幸会員(8日)

会

（小田 S.A.A）
｢われら日本ロータリアンの歌｣

（Rotaract）｢ローターアクトの歌｣

青木 高会員(20日)

Song Leader

・今月の配偶者の誕生祝

・来客紹介

山本照彦会員ご夫人

（梶浦唱歌委員長）

（林友好委員長）

国内visitor ０名

・皆出席祝
津本清次会員(16年)

・出席報告
・卓話
・懇親会

西川正一会員(12年)

山本照彦会員(7年)

・第7回理事会

(例会終了後「孔雀の間」)

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

本日のロータリーソング

なりわい

賢 会員

「
奉仕の理想」

くおん

当クラブ 今 城

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の 業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

と わ

永久に栄えよ

我等のロータリー
ロータリー

植物の魅力

国内guest RC３名、RAC1名

「会長の時間」RC会長 福井 宏有 会員
RAC会長 高橋 正洋 会員
青少年奉仕委員長挨拶 西﨑 克由 会員

・ 出席報告

（山口出席副委員長）

出席会員数 21名

欠席会員数

出席免除会員数 9名
会員総数
9月4日出席率(M.U.含む)
M.U.のなかった欠席者
M.U.された方

8名

29名
93.10％
2名

川合会員、梶浦会員、小泉会員、
杉本(三)会員、津本会員

職業を通じての自己紹介
当クラブ 田窪 宏一 会員

◇会長の時間

(福井会長)

本日は、大阪淀川RC・RAC合同夜間例会です。
ローターアクトの皆さんは全員が出席です。大変、嬉
しく思います。今年度は、大阪淀川RACは創立３０周年
記念式典を２０１５年１１月３日㈫㈷にホテルグランヴィア
大阪で開催することになっております。大阪淀川RACの
皆様、おめでとうございます。本日、案内状が会員各位
に配布されました。是非とも提唱クラブである大阪淀川
RC会員の皆様の多数のご出席をお願い致します。今後
とも彼らの活動をサポート、応援して頂きますようよろしく
お願い致します。

◇委員会報告
幹事報告

（海家幹事）

小泉昌久 本日の合同例会の席を楽しみたいと思います。
村岸直子

RACとの合同例会、若い人達のエネルギーが
いっぱいで力強いです。新入会員の方々、
ゲストの方々、今後とも宜しくお願い致します。

梶浦豊和

RACの皆様とは久し振りです。今夜の交歓が楽
しみです。

林

志織

祝！第2回RC・RAC合同例会。RAC30周年に
向けてファイト！

田窪宏一

本日、申し訳ございませんが、早退させて頂きま
す。ぎっくり腰もかなり元に戻りました。

海家聖雄

今日、NHKぐるかんの放送で天満音楽祭10月
4日のアピールすべくスタンバイしておりました
が、ペルーの津波の為、中止。残念です。

小田晃三

大阪淀川ＲＣ・RAC合同例会を祝して。楽しみ
にしておりました。

山本照彦

RACの皆さん、創立30周年おめでとうございま

・新入会員の推薦があり承認された2名の方を公示し、
す。ついでに10月8日欠席のお詫び。
7日間のうちに異議申し出がありませんでしたので、
本日の合計(ニコニコ)
92,000円
異議なきものと認め、正式入会の手続きを進めます。
累計（期初～H.27.9.18）
471,000円
・11/20㈮の例会は開催しません。移動例会として1/20
㈯のIM6組ロータリーディに出席して下さい。欠席の場
◇新入会員紹介 心より歓迎致します。
合は例会欠席となり、メークアップが必要です。
立岡 幸子 （たつおか さちこ）君
・12/4㈮の例会は開催されません。移動例会として12/4
㈮、5㈯に開催される地区大会に出席して下さい。欠
【入会日】 2015年10月2日
席の場合は例会欠席となり、メークアップが必要です。
【誕生日】 1960年7月9日
・11月13日㈮の例会は卓話を取り止め、13時から出発
【職業分類】 宝飾・眼鏡・時計販売
し、秋の職域訪問を開催致します。
【勤務先】 株式会社 美輝(ｵｰﾌﾟﾝｶｰｽﾞ ﾃｨｼｱﾝ)
・来週9/24の例会は休会です。次回例会は10/2になり
【役 職】 代表取締役
ます。例会終了後は第7回理事会を開催致します。
【連絡先】 530-0005 大阪市北区中之島5-3-68 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙホテルB1

◇ニコニコ箱の報告（山本 S.A.A.）
※氏名の後の会員を省略致します。

Tel 06-6448-2025 fax 06-6448-2028
【推薦者】 梶浦豊和会員、末松大幸員
【趣味】 旅行

松井義明 遅くなってごめんなさい。松茸、間に合ってよ
かったです。

末松大幸 大阪淀川ＲＡＣの皆様、ゲストの皆様、ようこそ
お越しくださいのした。11月3日大阪淀川ＲＡＣ
創立30周年に向けて盛り上げていきましょう。

松下 洋之 （まつした ひろゆき）君
【入会日】 2015年10月2日
【誕生日】 1979年7月9日

西﨑克由

RC・RAC合同例会の盛会を祈念して。

【職業分類】 公認会計士

白方誠彌

大阪淀川ＲＡＣの発展を願って。

【勤務先】 松下洋之公認会計士事務所

平田達男 西﨑委員長様、RC・RAC合同例会の設営、
まことにご苦労様でした。RACメンバーの皆さ
ん、ようこそ。今日の出席者の平均年齢が一挙
に下がりましたね。

津本清次 久し振りに出席しました。RACの皆さん、これ

【役 職】 代表
【連絡先】 530-0012 大阪市北区芝田2-4-1-2F
Tel 06-6136-8827 fax 06-6292-2004
【推薦者】 福井宏有会員、末松大幸会員
【趣味】 旅行、ゴルフ

からもよろしく。
川合雄治

皆さん、お久し振りです。朝夕がすっかり涼しく
なりました。 小生は元気に仕事をしています。
20日から中国へ出張です。皆様も体調を崩さな
いように。

10月は
経済と地域社会の発展月間／米山月間

2015年9月18日例会卓話

大阪淀川RAC創立３０周年
大阪淀川RAC会長 高橋 正洋 君
周年式典に向けて6月に台北東海RACに初めて訪問させて頂きました。
ローターアクトの周年式典とは？

概要

台北東海RAC最終例会に参加

5年周期で開催
提唱RCやローターアクト関係者をご招待
過去の活動を振り返り発表
クラブの特色を出したメインプログラムを行う
日頃の感謝を伝え、楽しんでいただく！

成果
①式典を機にクラブ内の結束力が高まる！
②今後の活動を示す場にできる！
③より良いクラブ成長させる！クラブの繁栄！

大阪淀川RAC創立30周年記念式典テーマ
例会で感じたことは、皆さん日本語が非常にお上手です。そして、親日の心が伝
わってくる、ロータリアンと非常に仲がいい、会員同士が助け合っている、熱気がす
ごい、パワーが強い、以上のこと感じ今後もっともっと仲良くなりたいと思いました。

式典のテーマ『MAIDO！』 つながる！という意味を式典で参加者の皆様には感じてい
ただきたいと思っております。そこで、人と人がはじめてつながる時はまずはあいさつか
らです。大阪のRACということで、大阪の挨拶『まいど！』をテーマに致しました。

陳思乾さんにもお会いできました。お仕事が忙しく少しの時間だけで
したがお話して、陳さんのロータリアンとしての偉大さを感じました。

友好クラブ関係に向けて意見交換

次のような内容を考えております。文化と人をターゲットにして、皆様
にはつながりを感じていただきます。

来年3月『APRRC2016』に数名の会員が来日予
定
APRRC＝ローターアクトアジア国際大会
京都（2650地区）がホスト
全国ローターアクト研修会と同時開催

最後に
大阪淀川RAC創立30周年記念式典宜しくお願い致
します！
また5年後に向けて、
今後も良い活動ができるように頑張っていきます！
ご清聴ありがとうございました！
大阪淀川RAC会長 高橋正洋

今後はこのような形で台北東海ＲＡＣと交流していく予定で
す。来年のＡＰＲＲＣで再会できることを楽しみにしています。

台北東海RACと今後の展開

2015年9月18日大阪淀川ＲＣ・RAC合同夜間例会
大阪淀川ＲＣ二十一名：青木、福井、、林、平田、
橋上、海家、梶浦、川合、小泉、松井、村岸、西川、
西﨑、小田、里見、白方、末松、田窪、津本、山口、
山本 敬(称略、順不同 )
大阪淀川 ＲＡＣ七名：高橋、藤井、矢吹、藤原、
山中、竹内、陳 敬(称略、順不同 )
元米山奨学生 名
1：孫君
ゲスト四名： Ｒ(Ｃ）
松下氏、立岡氏、岩崎氏
Ｒ(ＡＣ）
平山君 【
出席者】総勢三十三名

◇2015-16年度上級RYLA日程短縮のご案内
第2660地区とホストクラブの大阪心斎橋RCから下記の通り2015-16年度上級ライラ日程短縮のお知らせがありましたので報告致します。
本年度の2660地区上級RYLA開催に当たって、初は10月10日㈯～12日㈪の2泊3日の予定で開催すべくご案内を
させて頂き、準備を進めておりました。今年度は過去のやり方に拘ることなく、費用対効果を考えた上級RYLAを実施
するよう、ホストクラブである大阪心斎橋RCと地区委員会が共同で準備を進めて参りました。しかしながら、最終的な
受講者は14名となり、熟考を重ねた結果、別紙スケジュールの通り、10月10日㈯～11日㈰の1泊2日の日程で開催
する事としました。日程短縮については、何かとご異論もあろうかと存じます。また日程短縮によりコストが下がるなら
ば、登録料の減額、返還をすべきとのご意見もあろうかと存じます。ホストクラブ及び地区としては、そのような声に
真摯に 対応して参る所存でございます。つきましては本年度上級RYLAの経験を元に、次年度以降のRYLAの在り
方を模索 して参りたいと考えております。何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

◇国際ロータリー第2660地区 2015～16度地区大会開催のご案内と参加のお願い
□地区大会第1日目 / 2015年12月4日(金) 於：リーガロイヤルホテル 3Ｆ光琳の間
18：30-21：00（17:30受付開始） ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会（別途登録料：お一人20,000円）
□地区大会第2日目本会議/2015年12月5日（土）於：大阪国際会議場5Fメインホール(開場午前10時30分)
11：00-12：00(予定)“夢のデュオ・コンサート”庄司紗矢香(ヴァイオリン)＆小菅優(ピアノ) (開場10:30 、開演11:00)＊コンサート中の入場は不可。
12：00～(予定)休憩◆「吉兆謹製のちらしずし」をご用意。コンサート終了後、休憩時間内に、会場内にてお召し上がり下さい。（※但し、お弁当の引き換えは12:30まで）
13:15～15：00(予定) 式 典 15：00-16：40(予定) 特別シンポジウム16：45-17：30(予定) 式 典 ・ 閉 会

◇2015-2016年度ＩＭ第6組ロータリーデー開催のお知らせ
開催日時
開催場所

２０１５年１１月２１日（土曜日）１３：００～（１２：３０登録開始）
コングレコンベンションセンターホールＡ（グランフロント大阪北館Ｂ２Ｆ）大阪市北区大深町３－１グランフロント大阪内

テーマ

『拉致問題から見える日本の姿』 ※本ロータリーデーは、オープン参加（ご家族、ご友人のご参加可）

◇ROTARY CLUB通信
★ 宝塚歌劇観劇家族会および第２回淀マン会開催

日時 2015年10月24日㈯

14:30宝塚大劇場改札口集合 15:00開演 演目「新源氏物語」 淀マン会（18:30開宴予定）場所 「明月記」 ℡ 072-757-3411
※大劇場から専用バス有・淀マン会のみの方は直接お越し下さい 専用バス：ＪＲ川西池田駅 経由 阪急川西能勢口駅にて解散
会費 ＲＣ10,000円 （当日会場にご持参下さい） 観劇チケット代（1枚8,300円）は別途。
★2015年度第36回大輪ゴルフ会開催のご案内 日時：2015年11月10日㈫ 場所：茨木ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部℡０７２-６２５-１６６１
参加費用：10,000円

ｽﾀｰﾄ：8時48分 東・西コース OUT／IN同時スタート8分間隔

競技：１８Ｈ ダブルぺリア方式

