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◆今週の例会プログラム◆ 

2019 年 5 月 9 日（木）第 2417 回例会 

卓話：ゲスト 中野京子様 

担当：三上智子会員 

◇次週の例会プログラム◇ 

2019 年 5 月 16 日（木）第 2418 回例会 

卓話：新入会員自己紹介 

   堀之内良光会員 

◇ロータリーソング◇ 
奉仕の理想 
 

◆出席報告 2019 年 4 月 18 日第 2415 回例会◆ 
会員数：30 名 出席者：20 名 出席率 76.92％ 
前々前回  2019 年 3 月 28 日 81.48％ 
◆2019 年 4 月 20 日第 2416 回例会◆ 
会員数：30 名 出席者：28 名 出席率 93.10％ 

◆会長挨拶◆          会長 片山秀樹 

皆様こんばんは。 

いよいよ 50周年式典の日が近づいてきました。10

年に 1回のイベントの準備をしていただいている黄

堂委員長に感謝いたします。本日は全員で歌が歌え

るように練習の時間もスケジュールされています。

皆様で作り上げてきた式典に向かって頑張りまし

ょう。 

さて、先週の 13日はロータリー2019-20年度のため

の地区研修・協議会が行われました。参加された次

期役員の皆様ありがとうございます。毎年この時期

に行われますが目的は次年度についての説明です。

RI会長エレクトの考えを地区ガバナーエレクトが

ガバナー研修会で研修され、さらに PETSにおいて

会長エレクトに対して年度方針が伝えられていま

す。それに基づき会長エレクトはクラブの年度方針

をたててクラブを運営することとなります。当日は

各クラブの主要役員への年度方針説明とともに部

門ごとの研修会が実施されます。以上の通り年度ご

とに総入れ替えのロータリーならではの運営方法

かと思います。 

次年度の RI会長マーク・ダニエル・マローニー氏

の方針などについては林エレクトより後日説明が

あると思います。会長は 20代でロータリアン、30

代前半で会長、30代後半でガバナーになられたそう

です。若い時は例会に子供同伴で出席をされていた

とのことでした。当クラブにも数名の若手会員が子

供同伴で出席されています。将来の会長、ガバナー

を目指して頑張っていただきたいものです。 

◆幹事報告◆         幹事 林 たかみ 

・５０周年記念式典の打ち上げについて 

◆ＳＡＡ報告◆       ＳＡＡ 芝野弘三郎 

4月18日 

ニコニコ箱 

黄堂泰昌会員：明後日土曜日、いよいよ50周年記念式  

       典です 

       皆様よろしく御協力お願いします。 

川端崇且会員：明後日の50周年記念例会を成功させよ 

       う 

前田建司会員：いよいよ明後日です！ 

       頑張りましょう！ 

芝野弘三郎会員：50周年記念式典 皆さまよろしくお 

        願いします。 

木村知也会員、河野優作会員、庄司修二会員、三上智

子会員 

米山奨学会 

黄堂泰昌会員、前田建司会員、林たかみ会員、木村知

也会員、河野優作会員、庄司修二会員、芝野弘三郎会

員 

ロータリー財団 

山下恵司会員：実行委員の皆様ありがとうございます 

西宮富夫会員：５０周年よろしく 

梶山博照会員、前田建司会員、山本貴雄会員、木村知

也会員、芝野弘三郎会員 

ポリオ基金 

片山秀樹会員：いよいよ２日後です。よろしくお願い 

       いたします 
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事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、  木 14：00～21：00、  火・土・日・祝 ○休  

◆ＳＡＡ報告◆       ＳＡＡ 芝野弘三郎 

4月20日創立５０周年記念例会 

ニコニコ箱 

西脇悟会員：５０周年バンザイ！！ 

山下恵司会員：おめでとうございます。 

片山秀樹会員：本日はおめでとうございます 

浦収会員：おめでとうございます。100周年を目指して！ 

山本貴雄会員：50周年おめでとうございます！ 

芝野弘三郎会員：50周年おめでとうございます。 

青敬祐会員：おめでとう！！ 

庄司修二会員：50周年 

前田建司会員：50周年おめでとうこれからも宜しく 

黄堂泰昌会員：祝 50周年！ 

岡内重信会員：50周年お目出とうございます 

庄司修三郎会員、尾崎夏樹会員、梶山博照会員、河野優

作会員、瀧瀬尚峻会員、水島教絵会員 

米山奨学会 

川端崇且会員：50周年おめでとうございます 

西脇悟会員、水島教絵会員、浦収会員、山本貴雄会員、

芝野弘三郎会員、青敬祐会員、庄司修二会員、岡内重信

会員 

ロータリー財団 

西脇悟会員、水島教絵会員、浦収会員、山本貴雄会員、

芝野弘三郎会員、青敬祐会員、庄司修二会員 

ポリオ基金 

上島一彦会員：祝 50周年 

 

◆創立50周年記念式典・祝賀会◆ 

 

ご挨拶  箕面ロータリークラブ会長 片山 秀樹 

 昭和 44 年(1969 年)4 月 17 日に池田ロータリークラブ

を親クラブとして 21 名のメンバーをもって創立された

箕面ロータリークラブは 50 周年を迎えるはこびとなり

ここに記念誌を発行することとなりました。50年の長き

にわたり継続してこられたことは常に温かい気持ちでア

ドバイスをしていただいた地区ガバナーをはじめとした

多くのロータリアンのお陰と感謝しております。また、

実際に運営にあたられた歴代会長を初め多くの歴代メン

バーやそのご家族に対し心から敬意を表わす次第であり

ます。 

 さて、昭和 44年(1969年)と言いますと昭和 39年(1964

年)に開催された東京オリンピックの後をうけた大阪万

博開催の 1 年前であり日本の経済が発展していく真った

だ中にあったと思いますが、この 50年間には当クラブに

おいても紆余曲折いろいろなことがありました。設立 11

年目の昭和 55 年(1980 年)には箕面中央ロータリークラ

ブの設立のために親クラブとしての責任を果たし、その

後も拡大を続け 70 名を超える大きなクラブへと発展し

てきました。しかし、この 10 年間をみますとメンバーの

減少もあり 21 名まで減った時期もありましたが現在は

30 名まで増員が叶っております。職業はもとより年齢・

性別においても多様性を確保することが出来、従来から

の地域に対する社会奉仕活動とともに 2013 年に制度変

更されて使いやすくなった財団補助金を毎年のように活

用し、地域に根差した財団補助金事業を継続しておりま

す。また、米山奨学生の毎年の受け入れも継続していま

す。 

 このたびの 50 周年にあたり地下鉄御堂筋線延伸計画

にともなう新駅に記念のモニュメント設置を記念事業と

して計画しています。来年は東京オリンピック、2025年

には再び大阪で万国博覧会が開催されます。箕面ロータ

リークラフは地域の発展を願い地域に根差したロータリ

ークラブとして次の 50 年に向けて新たなスタートを切

りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

祝辞         国際ロータリー第 2660地区 

ガ バ ナ ー 山本 博史 

 片山会長はじめ箕面ロータリークラブの皆様、ご家族

の皆様、創立 50周年誠におめでとうございます。又、栄

えある 50周年記念式典、祝賀会にお招きを頂き、誠に光

栄で 

厚く御礼申し上げます。 

 貴クラブは、1969 年池田ロータリークラブのスポンサ

ーで 21名の会員でスタートされました。設立以来、一丸

となって地域社会に密着した高齢者、障害者の福祉向上

の為の活動、青少年教育支援、インドへの国際奉仕活動

等多彩な奉仕活動を行ってこられましたが、近年でも地

域への貢献、例えば、大阪大学との箕面川の清掃活動、

シンボルロード道路清掃活動、地域イベントへの参加、

児童文化活動協賛、少年野球、ゲートボール大会協賛、

箕面市国際交流会との連携、多岐にわたる地域貢献を続

けておられます。 

 このように「魅力ある、元気ある、個性あるクラブ」

として幅広い年齢層の会員の皆様、80 歳台後半から 30

代前半、ゲストを含めると 2 歳までの皆様が仲良く積極

的な活動をされている事は当地区の他クラブの模範であ

ります。 

 箕面ロータリークラブさんが今後 60 周年に向け、更に

100 周年に向け、益々発展され、人々に多いにインスピ

レーションを与えられますよう祈念申し上げ、私の挨拶

とさせて頂きます。誠におめでとうございます。 


