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四つのテスト

＝言動はこれに照らしてから＝

私まで緊張したことを思いだします。第１回理事役員会では、審議事
項が２０項目程ありましたが、理事の皆さんのご協力で無事終了し
ました。
８月１０日のガバナー訪問の、例会前の我々と樫畑ガバナーとの懇
談では、泉大津ロータリークラブは名門であり頑張って欲しいと、又
それとは別にマイロータリーの登録をすすめて欲しいと、云われま
した。こうして例会をこなしていくうちに、３人ともかなり慣れて
きました。ただ。９月４日の台風２１号の襲来によって、若干潮目が
変わりました。
　会長も泉谷君も、仕事の関係で本当に大変だったと思います。朝早
くから夜遅くまでほとんど休みなしに、見るからに疲れ切っている
様子でした。それでも欠席せずに、例会に出席しておられました
　親睦委員長の松村さん、有難うございました。今年の会長の方針
は、３０００回例会の開催とゴルフコンペ２回、それも１回は一泊で
のコンペ。クリスマス例会の設営。４月の家族例会、内容はとしまし
て、京都迎賓館視察と、芸舞妓を交えた美濃吉　竹茂楼での昼食。
本当に大変だったと思います。早くから頻繁に委員会を開き、委員の
皆さんの意見をとりいれながら、全て成功裡に終えて頂き有難うご
ざいました。
　理事の皆様、会員の皆様本当に有難うございました。
岸良先生、八谷さんありがとうございました。
次年度幹事杉本さん、頑張ってください。

でお断りする理由もなく、お受けしました。
　副会長が藤原さんで、ＪＣの先輩でもあり又、ロータリー
についての知識、経験が豊富で、本当に有難く思いました。一
昨年から藤野会長と仕事が終わってから、よくロータリーに
ついて藤原さんからレクチャーを受けました。終わってから
よく３人で飲みにいきました。
つい飲みすぎて、翌日に再度聞き直していたことを思い出し
ます。
　ＳＡＡが泉谷君ということで、彼とは会議所青年部でご一
緒させていただいていました。
当時２０代後半で、本当に元気者でした。
このメンバーでスタートできた事が、本当に良かったと思い
ます。
　７月６日、第１回例会が始まりました。藤野会長は汗だく
で、泉谷君は顔色が悪いと・・・

　　こんにちは。一年間、有難うご
ざいました。やっと終了です。
一昨年、藤野さんから幹事をやって
欲しいと言われました。
彼とは大学もゼミも一緒で、泉大津
ＪＣ、会議所青年部でも一緒で本当
に長いお付き合いです。そういう事寺田　敏也　幹事

今週の例会（2019年6月28日）
■ プログラム

■ 祝　誕生日

高寺　壽（29日）

7 月 5 日：新年度会長挨拶

最終例会懇親会

奉仕の理想

■ 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
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泉大津ロータリークラブ

今月の歌

一年を振り返って

藤野 修次 会長

■ 次週のプログラム

今年度は、２月２３日の「ロータリーの誕生日に」第１回のプ
レ理事会から始まり、３月３日の（土）に第１回目のＰＥＴが
あり、２回目が３月２５日(土)に開催され、今年度の事業方針
や会長の心得などを勉強させてもらいました。国際ロータ
リーの会長は、バハマのイースト・ナッシーロータリークラブ
の所属のバリー・ラシン氏が会長でした。ラシン氏の国際ロー
タリーのテーマは「インスピレーションになろう」でしたが、
私自身英語と和訳の難しさもあり、もう一つピンとこない
テーマだと思いました。２６４０地区の樫畑ガバナーのス
ローガンは「ロータリーを楽しもう」ですが、これには、ついて
いけると思いこのテーマを基に、泉大津ロータリークラブ独
自の考えを取り入れて、泉大津なりの「ロータリーを楽しも
う」と「会員相互の親睦の輪を広げよう」を基にして会員相互
の親睦に力を入れて、みんながロータリーに参加したら楽し
いと思って頂けるように頑張ってきたつもりです
　先ずは、第１回目の例会時には、新入会員に西田氏が入会し
てくれまして４１名のメンバーになり幸先の良いスタートに
なりました。それに、新会長挨拶の時には一人で３０分の「間」
持たす事の難しさを「切」に感じました。国際ロータリー会長
の話や２６４０地区のガバナーの話などをしても、汗をかき
ながらしゃべっても１０分そこそこです。そこで考えたのが
バリー・ラシン国際会長のメッセージビデオでしたが、合計し
ても２５分ぐらいしか持たなかったのを思い出します。
それに、７月１３日の下迫ガバナー補佐が来会するときも、台

風のような雨風が吹き荒れ、南海電車も止まり、学校は休校そ
んな時に例会の休会も考えましたが、ガバナー補佐の来会を優
先しなければならなかったという事を理解して頂きたいと思
います。
７月２９日（日）には、八木年度の時の順延になっていました、
ゴルフコンペを関空ゴルフクラブで開催させてもらいました。
８月の第一例会では、今井氏が入会して頂き、次の例会では、樫
畑ガバナーの公式訪問があり、泉大津ロータリークラブの「マ
イ・ロータリー」への登録数が少ないことを指摘され、私自身も
「マイ・ロータリー」への登録を試みましたが、登録できません
でした。アナログ人間にはちょっと難しく簡単ではないなと思
いました。いまだに登録していません。
８月１７日には、会員の原正人さんのご子息の原公作君とオラ
ンダのサンポート・フレディーローダＲＣから短期留学してく
れているスイート・ウイッセル君の写真を交えての楽しい卓話
をして頂きました。
９月に入り、泉大津ロータリークラブの第３０００回例会と、
毎年開催している納涼例会をジョイントさせて、堺のアゴーラ
リージェンシーホテルに於いて、「第３０００回記念納涼例会」
を開催させて頂きました。
そして、大変な事が起こりました。
台風２１号です。
それまでは、順調にクラブ運営がしたつもりでしたが、台風２
１号の災害の爪痕が泉州地域に甚大な被害を残しました。
私の会社もパニック状態で、台風の直後の例会に行くときに、
嫁さんから「あんた　こんな時にロータリーへ行くんか？」と
言われ、「みんなに　迷惑かけるからゴングを鳴らしに行かな
あかんね」と言うと、嫁さんは、あきれ顔で私を見送ってくれま
した。そんな事もあり、台風直後の理事会・委員会を欠席させて
もらいましたが、寺田幹事をはじめ、理事役員様のおかげで、う
まく会運営をこなして頂いた事に深く感謝しています。
９月２１日には、会長の時間を臨時総会に変えて、次々年度の
選考委員会が設置され、藤原重行氏・八木秀富氏・森口和信氏・
原　正人氏・八木昌彦氏の会長経験者がが選任されました。
１０月８日には、会員の古林氏の南大阪聖書教会での献血に後
援をし、山本博章理事を中心に委員会のメンバーが多数参加
し、ロータリークラブの知名度アップにつなげてくれました。
同じく１０日（水）に地区大会記念ゴルフ大会が大阪ゴルフク
ブにて開催され、泉大津から８名参加し盛大に終わる事が出来
ました。
それに続き、本番の２６４０地区大会が１０月２７日（土）~２
８日（日）の両日に開催され、泉大津ロータリークラブからもた
くさんの会員が参加して頂き、この事業も無事に終わる事が出
来ました。
月も変わり、１１月２５日(日)に今年度、最初のゴルフコンペを
泉南カンツリークラブに於いて行い、表彰式をメンバーの西野
さんのお店「すし芳」で行いました。
１２月７日（金）例会時に、選考委員会より次々年度会長さんの
発表があり、臼谷喜世彦氏が決まりました。１２月２２日（土）
に平成３０年最後の例会を、メンバーだけでレイクアルスター
ホテルに於いて、親睦を深める事を考えて開催させて頂きまし
た。
平成最後の年が明けて、１月１１日（金）には、楠本氏が入会し
て頂き新年早々４３名のスタートとなりました。例年通り新年
会長の挨拶がありこれまた、原稿つくりには四苦八苦しまし
た。たまたま、新年に家族で九州：鹿児島へ旅行に行ったので、
その時の楽しかったことや、アクシデントがあった事などを、
お話させた頂き、何とか３０分は近くまでお話しできたかなと
思います。

新年は何かと行事が多く、１３日には泉大津消防署の出初式に出
席し、翌日には泉大津市主催の成人式に来賓で参加させて頂きま
した。
出初式では国旗掲揚から始まり車両閲覧・市長式辞・ジャズオーケ
ストラの演奏・消防ヘリ上空旋回などはあり、特に消防団による小
型ポンプ操法や一斉放水などがあり、その規律ある動作を見て「す
ごいな」と思いました。成人式では、お母さんやおばあちゃんが我
が息子・娘・孫の晴れ姿を写真に収めたりして和やかな雰囲気でし
た。
２月１日には、毎年恒例の市長さんをお招きし、新年の特別卓話を
南出市長からお話を聞かせて頂きました。泉大津のサービスエリ
ヤの展望台の夜景がきれいが実際には、あまり使用された入ない
為、阪神高速さんとの話で、７月に夜景の見えるカプセルホテルと
カフェをオープンする予定で阪神高速さんが動いているとか、南
海高架下にドローンの教習所がオープンしたとか色々なお話をお
うかがいしました。
２月９日には羽衣ロータリークラブさんがホストとなり、分区７
の合同例会がきららリゾート関空ホテルで開催されました。各
ロータリーからシンポジストが１名出てシンポジウムが行われま
した。泉大津ロータリークラブからは、川端徹氏が代表で出て頂き
ました。
２月１５日（金）の例会には、大阪府議会議員の大橋様をお招きし、
Ｇ２０ＯＯＳＡＫＡのお話や大阪関西万博の交通アクセスなどの
色々なお話伺いました。
４月５日には、原委員長担当の会員増強・クラブ研修委員会によ
る、家庭集会が開催され、高寺会員に講師をお願いし、レイクアル
スターアルザ泉大津の小津に於いて開催し１３名の参加者もと有
意義な会合となりました。
４月１４日には、今年度の一番の目玉の家族例会を開催させて頂
きました。
天候には恵まれませんでしたが朝早くから皆さん参加して頂有り
難うございました。
普段はいけない「京都迎賓館」見学し、風格のある建物や庭園を見
せて頂き、日本の伝統ある技術の粋を集めた色々な装飾品や置物
など普段なかなか見れないものを見学させて頂きました。
見学を終えてから、京懐石：美濃吉本店「竹茂楼」へ足を運び、舞芸
子さんを交えての食事をしました。
お座敷遊びでは、「金比羅船船」だと思っていましたが、松内先輩推
奨の「トラ・トラ・トラ」になっていたのには少し驚きました。トッ
プバッターに私と幹事の寺田さんが当たり、二人ともしたことの
ないお遊びでしたが、芸舞妓さんの指導のもと何とか形になった
と思います。そして、皆さんが次から次へと参加して頂いて場が盛
り上り、良かったと思いました。次の南禅寺の花見は、雨が降り少
し残念でした。ともかく、無事に家族例会が終わる事がでたのも、
松村親睦委員長をはじめとする、委員の皆さんの御協力があって
のことです。
感謝申し上げます。
青少年奉仕部門では、地区青少年委員会より、インターアクト活動
に取り組んでいる羽衣学園側から、夏の短期交換派遣として、真栄
平結華さんが泉大津在住の為、当クラブに引き受け要請があり受
託しました。理事委員長の杉本氏が来年幹事職の為、スムーズな引
継ぎが出来ると思います。それと、ローターアクトクラブについて
ですが、１９７９年に創立され、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為、残念な
がら休会とさせて頂きました。
職業奉仕部門では、瀧谷理事・委員長が５月２４日（金）の例会終了
後に、地域周産母子医療センターへ職場訪問し、高度な医療技術や
病棟施設を見学させて頂き、泉大津ロータリークラブから電動ベ
ビーチェアを寄贈し、感謝状を頂きました。

皆さん、こんにちは
　一年間ほんとうに有り難うございま
した。会員の皆さま方に深く感謝申し上
げます。
特に、寺田幹事・泉谷ＳＡＡ・藤原副会長
をはじめ理事役員の皆様方のご支援に
は、深く感謝申し上げます。
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６月に入り、延山さんが入会してくれ、会員数が４４名にな
りました。
「この一年を振り返って」の原稿を書いている時に、藤原副
会長には、貴重な意見を頂き、寺田幹事には、いろんな面で
ホローして頂き、又　泉谷ＳＡＡには、例会ごとの司会・ニ
コニコの管理をしてもらい、川上会計には、金庫番をお願い
し、中会長エレクト・八木昌彦直前会長様には、会運営を見
守ってくれました。本当に有り難うございました。
それに、理事の植村さん、瀧谷さん、山本博章さん、八木秀富
さん理事会での貴重な意見を頂き、会運営にご協力して頂
き有り難うございました。
会員増強・クラブ研修担当の原委員長さんには、ここ最近で
は多くの４名の新入会員を導いて頂き有り難うございまし
た。
会報・ＩＴの櫻井委員長さんには、毎週の週報の発刊ご苦労
様でした。
親睦活動委員会の松村さんには、多くの事業の計画・実働と
多岐にわたり、活動有り難うございました。
職業奉仕の瀧谷さんには、地域周産母子医療センターへ訪
問・電動ベビーチェアの寄贈と感謝状を頂いたことに感謝
しています。
社会奉仕委員会の山本博章さんには、献血・港湾清掃と色々
お世話になりました。
青少年奉仕部門では、杉本さんは、来年幹事という事で、短
期留学生の継続がスムーズにいくようお願い致します。
国際奉仕部門では、八木秀富さんが中心になって、南出委員
長さん、根尾委員長さん、上田委員長さんと連携して、部門
運営を難なくこなしていただいて、有り難うございました。

非力な私ですが、この１年皆様のおかげで、無事終わる事が
できました。
『この１年、有り難うございました』

委員会報告

幹事報告　　　　   寺田　敏也　幹事
○テーブルの上にガバナー月信６月号がござい
　ますのでご覧ください
○来週６月２８日（金）は最終例会です
　受付は午後６時３０分～、開会は７時です

なし

なし

■ ビジター

■ 出席報告 会員数44名 出席免除0名

79.55％

月日 出席率出席数 欠席 補充

6/21 29名 15名 ― 65.91％

6/7 32名 12名 3名

初めはカミカミで慣れてきた頃には終わりという淋しいよ
うな感じもありますが
この1年、SAAとして例会をスムーズに運営する役割ができ
ていたか疑問もありますが、後半は私の一言を楽しみにして
いただいてたヤングの皆さんに支えられて、本当にスムーズ
に出来たと思っております。
私の中でのSAAでの課題が岸良先生のピアノを止めるタイ
ミングでした。
何度かニヤミスもありましたが次年度、瀧谷SAAにこの課題
を引き継ぎたいと思っています。
瀧谷SAA頑張って下さい。
一年間本当にありがとうございした。

■ ニコニコ箱
・永らく御世話になりありがとうございました
  （林）
・長いお交わりありがとうございました。これ
  からも８月１２日の献血、６月２９日の食料
  デーもよろしくお願いいたします（古林）
・１年間ありがとうございました（藤野）
・１年間ありがとうございました（寺田）
・１年間ありがとうございました（泉谷）
・杉本様、写真ありがとうございました（深井）
・誕生祝ありがとうございます（外山）
・欠席のおわび（松内）
・欠席のお詫び（丹農）
・欠席のお詫び（西野）
・早退のおわび（中）

累計
ニコニコ箱合計

935,000 円
51,000 円

根尾（6/20 高師浜ＲＣ）
高寺（6/7 新旧理事役員会）
八木（秀）（5/24 職場訪問）

■ メークアップ

一年を振り返って

　藤野会長、寺田幹事をはじめ素晴ら
しいメンバーに助けられSAAを務めさ
せていただきました。
一年間ありがとうございました。
入会   4年目でSAAの大役を務めさせ
ていただき無事に終えることができま
した。泉谷　仁博　ＳＡＡ

■ 祝　誕生日

外山　正明（24日）
原　　正人（26日）


