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本日のピアノ演奏
1、早春賦 2、エーデルワイス 3、ゴッドファーザー

ロータリーフェスティバルお知らせ

2015年4月1日（水）
（第2621回）

2015年3月25日（水）
（第2620回）

「 海外研修報告 」

「 週 報 朗 読 」

劉 春倩 様

他谷 勝 会員
担当：広報雑誌・会報委員会

担当：記念基金管理委員会
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03月18日
03月4日

（内免除者
37
1名）
（内免除者
38
2名）

欠席

出席率

3

92.50%【会員41名】
メークアップ1名 （97.43％）

前回例会（2619回）3/18の主な内容
《守口ＲＣ創立54周年記念日お祝い》
乾杯のご挨拶・・・菊田会長直前会長
「本日は全員の１分間スピーチで時間が非常にタイトなの
で、極限に近く短くして欲しいとのことですので・・・。
本日は創立５４周年まことにおめでとうございます。
当クラブの発展と皆さま方のますますのご健勝を願って
・・。乾杯！」
◇◇◇委員会報告◇◇◇
〇親睦活動委員会（石谷委員長）
日時：3月25日（水）
場所：ホテル・アゴーラ大阪守口4F
会費：10,000円

◎ 幹事報告（幹事 村田 有司）
1、第3回若手ロータリアン勉強会と
懇親会のご案内
日時：4月16日(木)
場所：ヴィアーレ大阪
会費：6,000円

石井
宮内
白井
菅野

会員

３月２０日当クラブ創立54周年を
祝して。
会員 創立記念日を祝し。
会員 クラブ創立54周年をお祝いして。
会員 創立54周年をお祝いして。
03／18 ニコニコBOX
1,125,000円

卓

◎会長の時間
会長

話

白井 孝彦
出席・プログラム委員会
岡本 博雄 会員

創立５４周年記念日と
出席率１００％例会日にあたって

「創立５４周年記念日、
会員出席100％例会 １分間スピーチ」

来る3月20日は「守口RC創立54周年」にあたっておりますので、今
日の例会を記念例会とさせて戴きました。
当クラブについて設立当初から、今日まで少しおさらいをしてお
きますと、
○1961年（昭和36年）3月20日大阪RC・高槻RCをスポンサークラブと
して21人でスタート、一時は100名近く 現在41名
○1969年 門真RCのスポンサー、守口RACを提唱
○1981年 ネグロス島医療奉仕スタート～2004年まで21回
○1981年 育英奨学生制度をスタート～2000年まで130名を育成
○1995年 熊澤会員が地区ガバナーに
○2001年 イブニングRC設立
○2004年 ３救運動開始～2012年
○2006年 薬物乱用防止教室開始～
○2009年 出前授業開始～
○2011年 50周年記念事業 八島看板の新調、記念植樹、
小学校への図書寄贈
その他 ：スモーキーマウンテンの奨学金事業、阪神大震・東北
大震災災害孤児支援、IMホスト(1999年)（2010年）、米山奨学生受
入、交換留学生の受入・派遣 等々このように輝かしい成果を積み
重ねてきており、また諸先輩が積み立てられた他のクラブに例を見
ない「多額の記念基金」もあります。これからも今までの実績に恥
じないよう会員一同、その時々にあった奉仕活動を推進してゆきた
いものだと思います。
また、本日は出席プログラム委員会の発案で「100％出席例会」を
企画頂きましたが、残念ながら100％には至りませんでした。しかし
皆さん「例会出席」についての認識を新たにしていただけたのでは
ないでしょうか？

市橋会員
・・新制度によりまして4月から幼保連携型認定を
受け、幼稚園児からのお預かりが出来ます。
三宅会員
・・私も気がつけば4年たちました。1日でも多くの
出席をしたいと思っています。
井上会員
・・独立してこの夏で3年目です。ロータリーの方
も10月で3年目です。親睦を中心に地区にも出向さ
せて戴き、次年度はＳ.Ａ.Ａをやらせていただきま
す。

「例会への出席」については、私が入会させて頂きました頃は「何
が何でもメイキャップとあわせて１００％出席が、会員としての最
低の義務である」と言われておりましたが、最新の「ロータリーの
心と実践」では「上期下期ごとにクラブ出席30％以上・メイキャッ
プを含めて年間50％以上・毎回の例会では60％以上滞在」となって
おり、ずいぶん縛りが緩くなってきております。

大野会員
・・私はロータリーには常盤会員、他谷会員のお母
さんの推薦で薬剤師と言う事で入会させていただ
き、9年になりました。

それはさて置き、やはり例会へ出席し、卓話を通じてそれぞれの
レベルアップ、会員同士の親交・それぞれの奉仕活動の確認や協議
等々の場として、これからもお互い出席を心がけたいものです。

（～卓話本文は、次ページに続く）
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（～前ページからの続き～）

前川会員
・・入会させていただき半年、少しでもこの会に貢献出来る様
に、例会、イベントにも出席したいと思っています。
横尾会員
・・私の職業分類は総合病院となっておりますが、昨年の春、
総合病院をやめました。皆さんご存知だと思いますが、インフ
ォームドコンセント（説明と納得）は、医師が手術するかしな
いか患者さんに詳しく説明する、医師と患者さんの重要な関係
です。
石井会員
・・私は入会して20年になります。役職を経験された皆様には
感謝申し上げます。当クラブの継続事業、お箏の出前授業Ｔ様
Ｎ様、3救運動のＩ様、海外ではフィリピンの奨学制度のＭ様
Ｙ様、カメラマンの皆様敬意を表します。私はいささかです
が、ニコニコ袋に協力させていただきました。
西原会員
・・入会しましたのは7代目会長、本多さんの時でした。その
当時創立記念日には、設立当時のお話を田代通さんに聞かせて
いただきました。歴代の会長全ての方とお話をさせていただき
ました。
菅野会員
・・入会して17年目になります。毎回いつも、歩いて来ていま
す。来年は88歳、米寿になります。
石橋会員
・・1995年に入会して足掛け20年になります。このような全員
出席の試みは初めてだと思います。出席委員長初め白井執行部
の皆様の強い思いが実現した素晴らしい例会だと思います。願
わくばこのパワーがそのまま増強に転化されればと思います。
自身の課題ともさせていただきます。
松尾会員
・・私の担当の卓話として4月22日にパナソニックの谷井特別
顧問に内諾はもらっていたのですが、依頼状を持って行きまし
たら本社の秘書の方5名が最敬礼をし、応接室に行くまでは松
の廊下のようでした。
篠崎会員
・・私は脊椎間狭窄症と診断されました。私もお年寄りの仲間
入りになったのかと寂しい気がします。春のゴルフコンペまで
には治したいと思っています。改善するいい方法があれば教え
て下さい。
菊田会員
・・１９４２年生まれの菊田です。今から十数年前に私が当ク
ラブに入会して間もない頃「青春とは人生のある期間を言うの
ではなく心の持ち方を言うのだ。理想や情熱を失った時、人は
初めて老いるのだ」言った内容の格調高いサムエル・ウルマン
の「青春」と言う詩を横尾先生から教えていただきました。
宮内会員
・・1943年生まれです。入会1991年で24年になります。職業は
運輸倉庫です。アサヒビールを運んでいます。実は従兄弟がア
サヒビール作りにかかわりました。その縁でこよなく愛し飲ん
でおります。
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三浦俊会員
・・昨年に物流管理士をとりました。これから現実に生かし
て行かなければと思っています。後釜はいるのですが、まだ
譲れない状態です。
石山会員
・・職業は建築土木です。業界の話をします。世間の常識と
業界の常識の話、談合の話をします。官製談合と普通談合が
あります。官製談合とは入札について公務員がかかわって談
合すること。国や地方自治体による事業などの発注のさいに
行われる競争入札において、公務員が談合に関与して、不公
平な形で落札業者が決まるしくみのことをいう。
上田会員
・・一年前に入会させていただきました。わがホテルは今10
ホテルあります。総料理長浦野の総料理長フェアが4月22日
にあります。浦野は堺のホテルに総料理長として行きます。
中道会員
・・1990年11月、横尾会員が会長の時に入会いたしました。
ずっと委員長やっております。休憩させてください。
佐治会員
・・この頃考えている事をお話します。一人の者が見過ごす
とどうにもならん、一人の者が工夫すると花開く・・・。
お経には、極楽と言う言葉があります。極楽は楽しい。この
世は苦しいことばかりです。しかし人生は、楽しいことを見
出して生きて行かなければならない。最近は、しみじみそう
思って楽しく生きています。
川村会員
・・1945年生まれ1997年に入会途中退会しまして、推薦は最
初は西原会員、二回目は佐治会員です。次年度は会長ですが
、宜しくお願いいたします。来年は55周年になります。その
時も100％出席をお願いいたします。
石谷会員
・・職業分類は社会保険労務士です。4年前に石橋会員、
水谷会員のお世話で入会しました。幅広く先輩との交流の場
を持てることに、幸せを感じております。
岡本会員
・・気は長く心は丸く腹を立てず口を慎む、私は、気は短く
心は□腹をすぐ立てて口はすぐ挟んでしまう。始めに申し上
げた様になるよう頑張ります。
橋本会員
・・50周年の時お手伝いすることが出来ました。私の趣味の
車の話をします。免許を取って50年になります。私は120万
～130万キロ走っている、地球30～40回、日本列島を300往復
月で2往復している。国道の94・5％は走破している。
他谷会員
・・たとえば、人生はつらいことが多いがそのなかで楽しみ
を見つける、というようなお言葉とか、いつも勉強になりま
す。
（なお吉川会員は、途中まで出席されておられたのですが、
所用のため退席され、残念ながらスピーチをお聞せいただく
ことができませんでした。写真のみ掲載します。）
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水谷会員
・・新聞を読んでいると菊田会員の顔写真とコメントを
見つけました。東海道57次の記事です。
博多会員
・・職業分類は外科医です。警察医をやっています。
江端会員
・・平成18年に宮司の拝命を受けました。それまでの例
会には殆ど出席しておりました。
廣瀬会員
・・私の今年の目標はメタボの解消です。今年の年末は
ビフォワー・アフターを見ていただけたらと思っていま
す。
正木会員
・・チョイ悪親父の正木です。ロータリーでいろんな人
と出会えて良かったと思っています。
中島会員
・・元会員須山知行7回忌を迎えます。54年前に守口ロー
タリーの発会式に、私と須山は松下電器の会場までお呼
び戴き、「今日の喜び」の曲を演奏させていただきまし
た。女性のロータリー第1号は私です。何歳までロータリ
ーに在籍できるか楽しみです。
神田会員
・・ロールプレイングが好きで、ホットカーペットの上
で長時間正座をしておりましたら、低温火傷のようにな
っておりました。今年は、花粉症のデビューしました。
内藤会員
・・2月から京橋のＯＢＰに行っております。私が行って
おります市役所の横のお店が本日テレビにでます。ご覧
ください。
白井会員
・・入会は2000年です。同年代の方が沢山います。毎週
会長の時間を努めさせていただいているので失礼させて
いただきます。
三浦会員
・・ロータリーの入会は横山先生のご紹介で、入会させ
ていただきました。ロータリーでは与えられた職務は、
ノーと言ってはいけないと言われ、いろんな役をしまし
た。今後もよろしくお願いいたします。
村田会員
・・ソースを作っております。1933年、昭和8年に祖父が
日本橋で創業しました。後に都島から太子橋にやって参
りました。ソースの品評会で最優秀賞を、その次の年に
も最優秀賞をいただきました。
浅見会員
・・転勤して2年になります。ロータリーの事を教えてい
ただき感謝申し上げます。趣味はお寺参りと御朱印を集
める事です。これからの課題は桜の名所を、ご朱印をも
らいながら回ることです。隠れた名所があれば教えてい
ただければと思います。
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