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本日の例会第

2116 回

5月

会長の時間

9日

◇ソング「君が代・週に一度の」
◇卓話「国際奉仕活動について」
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：2660 地区 国際奉仕委員長
栗原 大氏
担当：中川会員

４月２５日
佐藤

副会長

３月２９日の地区チーム研修セミナーにおきまして、
手続き要覧の主な変更点について説明がありました
のでお伝えします。
(１)「綱領」という言葉の日本語訳が「目的」に変更

今

週

の

動

された。

き

(２)５大奉仕の「新世代奉仕」は「青少年奉仕」に変
5/10（土）第 2 回クラブ職業奉仕委員長会議
於）大阪 YMCA 会館 2F ホール
下村会員・宮田会員
5/10（土）第７回派遣候補生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
矢野 夏海さん

更された。
(３)会員身分
RI 定款第５条会員第２節クラブの構成
上記の項目に、(６)として、次の文言が追加された。
(６)子供の世話または配偶者の仕事の手伝いのた

次週例会予定

5

月

めに仕事を中断した人、または同じ理由のために

16 日

◇卓話「労働管理のリスクマネジメント」
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：みずほ法律事務所
土佐 剛太弁護士
担当：北畑会員
会
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仕事をしたことがない人であること。
(４)ロータリー章典の最新版が英語版のみとなった。
皆様も機会がありましたら、手続き要覧に目を通して
みて下さい。

幹事報告
1.

北畑

幹事

次週 5/2（金）は定款に基づく休会となりま
す。次回の例会は 5/9 となります。

2.

ご案内

摂津青年会議所

＜創立４０周年記念公園のご案内＞
明治天皇の玄孫

竹田

恒泰氏

又５月の理事会は 5/9 の例会後となりますの

「日本を叫ぶ

で、よろしくお願い致します。

日時：２０１４年５月３１日（土）

講演会

ご協力いただきました「摂津の大空に鯉のぼり
を揚げよう」の募金は 9,216 円集まりました。
5,000 円で１口のため、１口を協力金としてお
渡ししました。
「夢を開くせっつ市民の会」の
中野会長より、会員の皆様のご協力に感謝し
ます。皆様へくれぐれもよろしくお伝えくだ

~わが国の、ほんとうのすがた～」

１４時～

（受付１３時～）

会場：摂津市民文化ホール
摂津市香露園 32-16
Tel:072-635-1404
＊入場無料（事前申し込み制）
定員５３０名（定員になり次第〆切）

さいとのことでした。
又残金 4,216 円はニコニコへ入れさせていた
だきましたのでご報告致します。
3.

大阪フレンドＲＣより創立 15 周年記念事業の
ご案内が来ております。
日時：平成 26 年 6 月 11 日（水）
受付

午後 4 時 30 分開演

午後 4 時

午後 6 時終了

場所：リーガロイヤルホテル

山楽の間

締切：5/23（金）定員になり次第終了
講演テーマ：
「悔しかったら、歳を取れ！」日
本経済界のゴッドファーザー

野田一夫氏

＊参加ご希望の方は事務局までお声をおかけ

次年度理事会報告

西田

次年度幹事

ください。
4.

地区研修・協議会実行委員会よりお礼状が来て
おりましたので、ご紹介いたします。

5. ２０１4 年 5 月のロータリーレートは, １ドル

1.指定休会日の件
8/15、12/26、1/2、3/20、5/1

承認

2.花見例会の件
4/3（金）

承認

＝１０２円と本部より連絡がありましたので、
3.ガバナー補佐第１回訪問の件

お知らせ致します。

7/18 11：30～ 会長・幹事懇談会
4.ガバナー補佐公式訪問の件

委員会報告

10/31
§職業奉仕委員会

承認

下村

委員長

11：30～ 会長・幹事懇談会

例会終了後

クラブ協議会

11/17 ガバナー訪問
本日例会終了後、優良企業訪問がございますので、
参加予定の方は宜しくお願い致します。

5.その他

場所：ダイキンサンライズ摂津

①絆 BOX を継続事業にするのかを審議

時間：14：30～

②ペッツ資料を事務局へ提出

承認

卓話「私の考える摂津ロータリー４５周年」
担当：尾崎

会員

今回につきましては私のロータリー活動の中で
大きな変化がございました。
それは、想像もした事が無かったのですが、私自

私も、2005 年 3 月に摂津ロータリークラブに入

身、「摂津ロータリークラブ第 45 代会長候補者」

会させて頂いて早くも 9 年が過ぎました。

という大役を仰せつかった事です。

入会して 9 年過ぎても尚、解らない点は多々あり

私自身、入会時から会長職というのは全くもって

ますが、皆様のご理解の上に無事にロータリー活

意識しておらず、想像すらした事がございません

動を送る事が出来ております事、改めて御礼申し

でした。

あげます。

なぜならば、私は、摂津ロータリークラブの会長

卓話につきましては、入会させて頂いてから 7 度

を目指して入会した訳でも無く、実際問題として

目の卓話となります。

は一会員として活動をしていきたいと考えてお

第 1 回目、2 回目のテーマは、「摂津ロータリー

りました。

クラブに入会させて頂いて」というテーマで卓話

会長職をお請けさせて頂く経緯については、色々

させて頂きました。

とありました。

第 3 回目は、2009 年 2 月 13 日に「おっちゃんた

三度にわたり固辞させて頂きましたが、最後は、

ちの夢！まいど１号宇宙へ」をテーマに、東大阪

選考委員会にお任せをさせて頂きました結果、

宇宙開発協同組合の棚橋秀行専務理事（当時）に

2013 年 12 月 20 日第 2100 回例会の年次総会にて

依頼して卓話して頂きました。

御承認を頂く事となりました。

第 4 回目、5 回目、6 回目のテーマは「私のロー

会員の皆様の承認を受けたにも関わらずその後

タリー活動を振り返って」と題して 3 回に渡り卓

の御挨拶の席で「私は、一度退会をも表明した人

話をさせて頂きました。

間です本当に私が成らせて頂くのがよろしいの

私は、ロータリークラブに入会以前から「人を育

でしょうか？出来ましたらもう一度ご再考いた

てるのは人である」という考え方は基本的に変っ

だきご意見を頂けませんでしょうか？」と発言し

ておりません。

たりしました。

これは、初めての卓話の時から一貫してお話させ

しかしながら、その後も会員の皆様からは「頑張

て頂いております。

れ！」というお言葉を頂き、自分自身「もう過去

常に、新たなる自分を発見していく事が自分の成

を振り返って消極的な事は考えず、積極的に考え

長になると思います。

ていこう」と思いました。
私の発言で、本年度の執行部の皆様、選考委員会
の皆様をはじめとする摂津ロータリークラブの
会員の皆様に不快な思いを与えてしまいました
事につきまして、高い席からではございますがお
詫び申し上げます。
今は、自分自身でどこまで出来るか解りません
が、皆様の御協力を仰ぎ摂津ロータリークラブ創
立 45 周年を全うしようと考えております。
そこで、本日の卓話の機会に私の考え方をお話し
させて頂きたいと思います。
私の卓話第 7 回目は「私の考える摂津ロータリー
創立 45 周年」というテーマで卓話させて頂き、

改めて私なりに摂津ロータリークラブの創立 45

又、45 周年の内容については、今後皆様とご協

周年を考えてみようと思います。

議させて頂きたいと思います。しかしながら、創

ここからは、私の今現在の考えを述べさせて頂き

立 45 周年を成功に導く為に、出来る限りの努力

たいと思います。

を重ねて参りたいという思いは強く抱いており

今、摂津ロータリークラブは会員の出席率の低下

ます。

が懸念されております。

創立 45 周年の際には、会員の皆様に何かとご尽

この状況を打破するには、的確な役割分担を行

力をお願いする事となりますが、何卒ご指導、御

い、会員が摂津ロータリークラブの中での立ち位

鞭撻をお願い致します。

置を理解する必要があると思います。

本日は私の卓話をご清聴頂き、誠に有難うござい

その為には、組織図の改正が必要では無いかと思

ました。

います。
現在の会員数を考えての委員会の設置、各委員会
の役割分担の明確化、そして何より委員会活動の
活性化が必要であると思います。
そこで、現状は、部門長までが理事ですが、出来
ましたら部門長に加え、委員長の皆様にも理事と
して御協力を仰ぎたいと考えております。
又、現在の会員の約半数近くが歴代会長であると
いう現状を含めましても、歴代会長の皆様にも更
なるご協力を仰ぎたいと考えております。
又、入会年数の浅い方々にもご理解を求めて参り
たいと思います。
経験豊富な歴代会長をはじめとする会員の皆様
と、入会年数の浅いこれからの摂津ロータリーク
ラブを担って頂ける方々が互いに協力出来る様
な組織作りを目指して参りたいと思います。
45 周年式典や記念事業につきましては、各委員
会の皆様に御協力を仰ぎ、45 周年実行委員会を

コカ・コーラウエスト（株）ご挨拶
日時：平成２６年４月２８日（月）14：00
場所：コカ・コーラウエスト(株)千里丘オフィス
出席者：コカ・コーラウエスト（株）
常務執行役員

営業統括本部

関西営業本部長

村田

立ち上げ推進して参りたいと思います。

飯室会長、佐藤副会長

今現在、私の希望と致しましては、過去に、摂津

横田パスト会長、安藤会員

ロータリークラブは創立 40 周年事業としてフィ
リピンの教室を増設するという事業を行いまし
た。私も、当時は幹事として参加させて頂きまし
た。その後、その事業については検証もされてお
りません。
これは、あくまでも、私の希望ですが、皆様とご
協議させて頂き、創立 45 周年事業として、再度
フィリピンに表敬訪問し、子供たちと今一度触れ
合いの場を持てれば幸いと考えております。
何となく私の所信の様になってしまいましたが、
正式な所信につきましては、後日改めて提出させ
て頂きます。

吉章氏

ニコニコ箱

飯室会長：山内さん、中尾さん、秋山さん、茨木
東ロータリークラブさんより写真を
頂いて。
秋山会員：写真をいただいて。
茶橋会員：４月２８日は日本の独立記念日です。
皆さん国旗を上げましょう。
岩城会員：改めて、クラブ例会に出席出来て！
北畑会員：山内会員、秋山会員、中尾会員に家族
親睦旅行の写真をいただきまして。
光田会員：箱根・東京の写真をたくさん頂いて。
例会を連続で欠席してすみません。
望田会員：GW 前最後の例会です。良い GW をお
過ごしください。
中川会員：箱根・東京の写真を沢山頂いて。
中尾会員：秋山さん、山内さんに写真を頂いて。
尾崎会員：卓話の時間を頂いて。
山内会員・中尾会員・秋山会員より写
真を頂いて。
佐藤会員：優良事業所見学に参加させていただき
ます。
下村会員：今日の工場見学会が参加者の皆様にと
って何か一つでもお役にたてばと祈念
して!!
辻井会員：先週は例会と次年度理事会を欠席し
て。又写真を頂いて。
吉岡会員：山内様、中尾様、秋山様に写真を頂い
てありがとうございます。

ニコニコ累計

運営委員会会報担当

９８３，１３１円

枠内は今回担当者

西 田 会 員

青 木 会 員

安 藤 会 員

國 澤 会 員

益 田 会 員

宮 田 会 員

