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◆今週の例会プログラム◆
2019 年 8 月 8 日（木）第 2428 回例会
納涼例会
例会場：音羽山荘

◇次週 8 月 15 日（木）は休会日です◇
◆次々週の例会プログラム◆
2019 年 8 月 22 日（木）第 2429 回例会
ガバナー補佐訪問：RI2660 地区 1 組ガバナー補佐
田中 隆弥 様（池田くれは RC）

◇ロータリーソング◇
それでこそロータリー
◆先週のお客様◆
張 暁紅 様（米山奨学生）

◆出席報告 2019 年 8 月 1 日第 2427 回例会◆
会員数：29 名 出席者：22 名 出席率 75.90％
前々前回
2019 年 6 月 27 日 84.61％

◆会長挨拶◆

会長

林 たかみ

今日から 8 月です。先週末の箕面祭りにはたくさ
んの方のご参加を賜りありがとうございました。今
年は台風は大丈夫だろうと高を括っておりました
ら、きっちり土曜日に直撃ではないものの、台風の
雨に見舞われました。お祭りそのものは中止になら
ず、開催されましたが、やはり例年に比べて出足が
鈍く、なによりも足元がぬかるんで、まるで田んぼ
の中状態のなかでの開催でした。2 日目はお天気も
持ち直し、夕方には本当にたくさんの人手の中、各
会員が一丸となって頑張っていただきました。おか
げさまで売上はそれなりにあがったのですが、最近
の市場価格が下がり、今まで 200 円だったものが、
一部を除いて 100 円に値下げせざるを得なくなっ
た影響で、以前ほどの利益とはなりませんでした。
来年からは値段も含め、売り方や品揃えを工夫して
やっていかないといけないと感じました。暑い中 2
日間、長時間にわたり、皆様のご協力、本当にあり
がとうございました。
さて、先週の月曜日は IM1 組の会長幹事会が開
かれました。IM1 組 15 クラブの会長幹事が全員集
まり、各クラブの今年度の事業計画の発表が行われ
ました。小さいクラブは 20 名から大きなところは
大阪北 RC などは 200 名近い会員がいらっしゃるよ
うですが、小さい大きいに関係なく、国際交流や支
援を皆さん積極的にされている様子で、感心しまし
た。また家族も参加できる親睦会や旅行などを企画
されているクラブもたくさんあり、それぞれに工夫
をこらされているようでした。
IM のゴルフコンペは今年度は特に要望もないので、
行われる予定はないそうです。
周年事業につきましては、昨年度は 1 組の中で我
が箕面 RC を含む６つの RC が周年事業をされて私
たちも大忙しでしたが、今年はそのような祝賀行事
をされるとこはどこもないようです。
そして今年度の IM1 組のロータリーデーは 3 月 21
１、真実かどうか

日にウエスティンホテル大阪にて大阪北梅田ロー
タリークラブがホストクラブとなり行われます。か
ねてより大阪北梅田 RC は少年少女のレスリング大
会などを企画し青少年のレスリングを応援されて
きたようなのですが、ロータリーデーでは浜口京子
さんをゲストスピーカーとしてお呼びし、レスリン
グをしている少年少女たちをご招待しての講演会
をされる予定です。そのあと去年のように、同じ場
所でフレッシュロータリアン交流会が引き続き行
われるそうです。
また、田中ガバナー補佐は 8 月 22 日に箕面 RC
に来られますが、その際にはアセンブリーを開催し
て、今年度の箕面 RC の事業計画などを皆さんにお
話しいただこうと思っておりますので、よろしくお
願いします。
◆幹事報告◆
幹事 片山秀樹
・クラブ現況配布について
・地区大会について
・箕面千里中央 RC 講演会について
◆委員会報告◆
・箕面まつりの報告（親睦活動委員会）
・納涼例会のご案内（親睦活動委員会）

8 月のお誕生日

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
２、みんなに公平か
３、好意と友情を深めるか

8 月 26 日堀之内良光会員
8 月 27 日黄堂泰昌会員
8 月 28 日吉龍資雄会員（欠席）

４、みんなのためになるかどうか
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◆理事役員会報告◆
幹事 片山 秀樹
審議事項
・あかつき園納涼祭への協賛→承認
・第 10 回「伝えよう！いのちのつながり」後援名義→
承認
・週報について→承認
・例会、理事会の記録について
・米山奨学生カウンセラー研修会→木村知也会員出席
・ガバナー補佐訪問について→タイムスケジュール承認
・第 62 回市民展への協賛→承認
・退会者→会長預かり
・国際奉仕委員会の計画について→意見交換を実施
・出席率の扱いについて→標準定款に従う
報告事項
・前年度の監査について報告
◆SAA 報告◆
SAA 庄司 修二
ニコニコ箱
山下恵司会員：7 月は例会 2 回休みました。すみませ
ん。
芝野弘三郎会員：箕面まつりお世話になりました。
張さん卓話よろしくお願いします。
前田建司会員：張さん卓話楽しみにしています！
毎日暑いですね。
山本貴雄会員：皆様、箕面まつりご協力有難うござい
ました！
黄堂泰昌会員：猛暑お見舞い申し上げます。
林たかみ会員、庄司修二会員、木村知也会員、水島教絵
会員、河野優作会員
米山奨学会
片山秀樹会員：山本委員長、皆様、箕面まつりお疲れ
様でした。
川端崇且会員：張さんよろしく
上島一彦会員：山本委員長、皆様、箕面まつりお疲れ
様でした！
山下恵司会員、芝野弘三郎会員、前田建司会員、庄司修
二会員、木村知也会員、水島教絵会員、河野優作会員、
黄堂泰昌会員
ロータリー財団
芝野弘三郎会員、上島一彦会員、前田建司会員、庄司修
二会員、黄堂泰昌会員
米山奨学生卓話◆
米山奨学生 張 暁紅 様
『貢献』を絵で表現する
という、ワークショップを実施しました。
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堀之内良光会員
貢献という形が無い
ものを丸で表しまし
た。
過去は、貢献してい
ただくというイメー
ジで、現在は過去か
らの状態を大きくし
ていく、そして、未来は周りに貢献できればいいな、と
思い描きました。
佐藤修会員
漠然と浮かんだイメ
ージを描きました。
過去も現在も未来も
同じような感じ、keep
going で い き た い と
思っています。絵のイ
メージは、リンゴなど
の果実です。今までも
特に何をしてきたというわけではなく、これからも何を
するでもない、このままの状態でいられたらいいと思い
ます。豊かな丸い果実が熟すイメージです。
水島教絵会員
私が司法書士にな
る前に、動物の保
護施設で働いてお
り、環境が悪い中
で自分は何もでき
ませんでした。今
後はシングルマザーのシェアハウスや、そこに保護猫を
共同生活させる、などの取り組みを参考に、空き家対策
や信託問題など社会に貢献できる仕事をしていきたいと
思っています。
山下恵司会員
具体的に、
過去は 5
つ、今は 6 つ、将
来は 5 つ、
『貢献度』
を表しました。
今は多くの貢献を
していますが、将
来は少し減るだろ
うという意味で表現しました。
木村知也会員
実は何も思い浮かば
ず、グループの皆さん
の話を聞かせていた
だきました。
貢献できるというの
は幸せなこと、そして
貢献するためには健
康が第一だ、という結論でした。

事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、

木

14：00～21：00、

火・土・日・祝

休
○

