
今週の例会（2019年1月25日）
■ プログラム
卓話担当　八木 昌彦 会員
　　　　　「死」

■ 次週のプログラム

・2月8日：分区 7 大阪合同例会に
　　　　  振替休会
・2月9日：分区７大阪合同例会

■ 祝　誕生日
藤野 修次（29日）
榎本 善夫（30日）

■ 今後の予定

■ ニコニコ箱
・五大奉仕理事さん、本日のアッセンブリーよろしく
  お願い致します（藤野）
・本日クラブアッセンブリーよろしくお願いします
  （寺田）
・お誕生日祝ありがとうございました（丹農）
・お誕生日祝ありがとうございます（南出）
・欠席のおわび（泉谷）
・早退のお詫び（原（正））
・早退のお詫び（櫻井）

累計
ニコニコ箱合計

544,000 円　
12,000 円

それでこそロータリー
■ 今月のロータリーソング
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インスピレーションになろう
2018-2019　ＲＩ会長 バリー・ラシン　泉大津ロータリークラブ（創立1956.5.4）

■ 先週の例会

かきねの　かきねの　曲がり角
たき火だ　たき火だ　落ち葉たき
あたろうか　あたろうよ
北風　ぴいぷう　吹いている

たき火
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Izumiotsu Rotary Club

週報　第3015回
会　長　藤野 修次　副会長　藤原 重行
幹　事　寺田 敏也　ＳＡＡ  泉谷 仁博

例会場　　ホテルレイクアルスターアルザ泉大津
T E L　　 0725-20-1121
例会日時   毎週金曜日 12：30～13：30

泉大津ロータリークラブ

榎本（12/27 大阪平野ＲＣ）
小門（12/20 和泉南ＲＣ）

■ メークアップ

今月の歌

会長の時間

藤野 修次 会長

■ 出席報告 会員数43名 出席免除0名

92.86％

月日 出席率出席数 欠席 補充

1/18 35名 8名 ― 81.40％

12/22 37名 5名 2名

■ ビジター なし

例会終了後、親睦活動委員会を開催します
（松村　泰英　親睦活動委員長）

○2月 9日（土）分区 7大阪合同例会  ホテルきららリゾート関空。
　15時 30 分～シンポジウム　
　泉大津のシンポジストは川端 徹会員です
　題目は「だんじり認知症サポーターの輪～だんじり祭の力、地域
　をつなぐ架け橋に～」
　18時～懇親会
○2月 9日までの例会で出欠確認と3,000円の登録料を徴収致しま
　すのでよろしくお願い致します。

委員会報告

幹事報告　　　　　　寺田 敏也 幹事

次週 2 月 1 日のプログラム
特別卓話　泉大津市長
　　　　　南出 賢一 様

小型ポンプ操法や一斉放水などを見せてくれました。制服や規律ある
動作を見ていると「本当の消防署員と変わりないすばらしい活動をし
ているだ」と思いました。もし、近々あると云われている南海トラフ
地震や去年の台風 21 号のような災害が起こった時には、日頃鍛錬し
ている彼らの力が発揮できるのだと思います。その日は、一日中消防
署を開放して市民や子供たちが身近で消防車や救急車を見て手に触れ
ることができ、子供たちが消防隊員と楽しく触れ合うのを見て、なご
やかさを感じました。翌日には、泉大津市体育館に於いて成人式が行
われました。式場に着いてなんと華やかな振袖や髪型・テレビで見る
ような突飛な衣装はありませんでしたが、各自、自分らしく着飾り、
とても初々しく感じました。私も 43 年前に着物を着て成人式に参加
した時の事を思い出し、とても懐かしく思いました。式が始まると、
各町の持ち回りだそうですが、今年は池浦町のだんぢり囃子から始ま
り、来賓の祝辞などがあり、記念演奏を泉大津吹奏楽団が演奏し、そ
れに合わせて「あの人からのメッセージ」という事で、各中学校の先
生方やオール阪神・川田裕子さんのビデオレター等があり、とても面
白い演出でした。また、祖母・お母さんと式に来ている子供さんが多く、
2 階の観覧席から孫や子供の写真を撮っているのを見ていると家族の
温かさを感じた一日でした。又、昨日は阪神淡路大震災からちょうど
24 年になります。平成 7 年（1995 年）1 月 17 日午前 5 時 47 分頃
マグネチュード 7.3：神戸で震度 7 を記録しています。大阪でも震度
4強を記録しました。
　あの頃、私は浜小学校の PTA に参加していて神戸の小学校へ救援
物資を持って行ったことを想い出します。体育館に多くの人が避難し
ていて、体育館に入るとトイレの匂いがきつかったことも印象に残っ
ています。訪れた小学校でも児童数名が亡くなっていて、写真を机の
上に置いていたことも記憶に残っています。　その時のひどい状況を
見たら、災害の悲惨さを感じました。年月がたち、今は復興していま
すが、災害はいつわが身に来るかわかりません。その事を考えると日
ごろからの防災への意識を高め準備を整えておきたいと思います。

　先日、13日と14日に来賓として泉大津消防
署の出初式と成人式に出席させて貰いまし
た。
出初式に行きましたが、国旗掲揚から始まり、
人員・車両閲覧・市長式辞・来賓祝辞・ジャ
ズオーケストラ演奏・消防ヘリ上空旋回が終
わり、次に穴師の要保育所園児による演技（お
ずみん）体操を披露してくれました。とても
かわいかったです。それから、消防団による

先週のプログラム 「クラブアッセンブリー」

■ 祝　誕生日
南出　和成（22日）

　会員増強・クラブ研修委員会は、委員長に
原正人会員、副委員長に南出会員、委員に深
井会員、高寺会員、森口会員で構成されてい
ます。会員皆様のご協力のもと、藤野年度の
開始時に４０名だった会員数が、今年度が始
まるとすぐに２名の会員増強がありました。
また新しい年が明けて、１名の新会員を迎え
ることができ、大変幸先の良いスタートを切
ることができました。今年度の会員増強・ク
ラブ研修委員会の目標は、年齢や性別にこだ

わることなく、広範囲な職種から、泉大津ロータリークラブのロータリアンにふさ
わしい会員の獲得を目指すことにあります。泉大津ロータリークラブのメンバー全
員が、会員増強に常に意識を持ち続け、協力していくことが必要です。
　会報・ＩＴ部門委員会は、委員長に櫻井様、副委員長に籔野様、委員に上田様、渡
辺様、小門様です。上半期のご報告は、まず週報ですが、内容については文章の充
実を図ってまいりました。写真については委員会メンバーで交代で撮影し、昨年度
と同様に卓話や各種イベントについて掲載させていただきました。次にホームペー
ジですが、毎週の週報はもちろんのこと、各種イベントの写真等も載っていますの
でスマホでも簡単に見ることが出来ますので、是非、一度ご覧になってください。
それから、事務局のインターネットですが、通信費の削減を可能にするＮＴＴフレッ
ツと契約し新しい環境でインターネットを使えるように対応しています。その他Ｉ
Ｔのツールとして、ロータリーインターナショナルというホームページがあるので
すが、会員用としてマイロータリーに登録すればホームページ等を通じて、ロータ
リークラブの情報を深く得ることが出来ます。
　親睦活動委員会は委員長に松村さん、副委員長に松内さん、委員に藤原さん、川
上さん、渡辺さん、前山さん、西野さん、櫻井さん、砂原さん、今井さん、西田さんです。
上半期の報告ですが、6/8 の委員会では本年度の事業予定について、7/20 には 3000
回記念納涼例会について、9/28 は忘年クリスマス例会について、11/16 は忘年クリ
スマス例会、春の家族例会について、11/17（土）は６名で下見に行きました。本日
も例会終了後に家族例会について協議致します。事業報告ですが、6/22 にホテルレ
イクアルスターで最終例会、7/29 に関西ゴルフでのゴルフコンペ、9/1 はアゴーラ
リージェンシーで 3000 回記念納涼例会、11/25 泉南カントリークラブでゴルフコ
ンペ、12/22（土）は忘年クリスマス例会をレイクアルスターで開催しております。
これからの事業の予定は 4/14 京都で家族例会を開催致します。5 月にはゴルフコン
ペ開催の予定です。

  ロータリアンは、職業奉仕の基本として、
自分に次のように問いかけなければなりませ
ん。「他の人にもう少し優しくなり、力になっ
てあげるために、日常の仕事の中で何ができ
るだろうか」。いわゆる職業奉仕は、日々、こ
の基本を実践しなければならないものだから
です。
　職業奉仕にはいろいろな取り組み方があり
ます。しかし、基盤は一つです。ロータリア
ンは、職業を通じて社会に貢献しなければな
らない、ということです。

　RC における社会奉仕とは地元地域内に居住する
人々の生活の質を高めるため時には他と協力しながら
行う様々な取り組みからなるものもあります。昨年は
南大阪聖書協会において行われた献血事業です。約５
０名の参加者がありました。また多数の会員様より商
品の提供などご協力頂きました。当日はバザーなども
有り大勢の人で賑わっています。今年も8月12日（月）
に開催します。
　多くのご参加、ご協力をお願いします。尚、港湾美
化啓発運動も６月に予定しております。こちらも重ね

て多数ご参加下さいます様よろしくお願い致します。 

山本 博章 社会奉仕部門理事

瀧谷 達 職業奉仕部門理事

植村 勢彦 クラブ奉仕部門理事

　国際奉仕部門は、ロータリー財団委員会　南出委員
長、米山記念奨学委員会　根尾委員長、グローバル基
金財務委員会　上田委員長の３つの委員会で構成され
ております。昨年１０月の米山記念奨学委員会の報告
をさせて頂きます。ロータリー財団寄付金については、
昨年度と同額の目標額を設定ということで、ロータリー
財団年次基金寄付、一人当たり２００ドルとポリオ・
プラス１０ドルをお願い致しますということです。米
山記念奨学会寄付金については、昨年度と同額の目標
を設定ということで、各クラブのご理解とご協力をお
願い致しますということで、一人当たり普通寄付金６,

０００円に加えて特別寄付金を ９ ,０００円、合計 １５ ,０００円ということになっており
ます。

八木 秀富 国際奉仕部門理事
（代理 根尾 玲子 米山記念奨学委員長）

　8/17 原正人会員の御子息（原公作）君、オランダ
のサンポート・ブレディーローダ RC の会員の御子息
ウィッセル・ストーム君を招いて卓話をいただきまし
た。公作君のオランダでの短期留学ならびにウイッセ
ル君の来日での経験談を話してもらいました。8/26 に
は２６４０地区の青少年交換長期・短期派遣学生の帰
国報告会がりんくう国際空港物流センターで開催さ
れ、私も出席してきました。長期の留学生の発表に対
して、海外で留学することによって、その国の風土、
国民に対しての若い世代なりの観方、接し方に大いに

感銘を受けました。また、発表された学生皆が、話の中で、今後の自分の人生、社会のあり
方について述べられました。続いて、ローターアクトクラブについてですが、１９７９年に
創立され、今日まで親会のロータリアンのご尽力で４０年活動してきましたが、会員数も１
名になり、入会希望者もなく、今後の活動も難しいため、休会としました。寂しい限りですが。
報告いたします。

杉本 憲一 青少年奉仕部門理事


