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2015-2016年度
国際ロータリーテーマ

世界へのプレゼントになろう
大阪柏原R.Cテーマ
魅力ある　輝きのクラブに！

会　　報

　本日の例会

　次回の例会

大阪柏原
ロータリークラブ

第2660地区
創立1970年6月1日

NO.

《四つのテスト》われわれの言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか　2. みんなに公平か　3. 好意と友情をふかめるか　4. みんなのためになるかどうか

　前回の例会

OSAKA KASHIWARA ROTARY CLUB

OSAKA KASHIWARA ROTARY CLUB

　我々は今ロータリーと人生の大きな転換点にいる。我々
は生命を与えられ、愛も与えられました。家族、友人、多
くのプレゼントを与えられた。ロータリーは私たちの資質
を引き出し、人生の生きる道を教えてくれた。私たちはロ
ータリーを通じて、世界にプレゼントすることで、誰かの
人生にそして世界に真の変化を起こすことです。ロータリ
ーは大きな変化の時期、真の変化を成し遂げるときを向か
えています。ロータリーには素晴らしい未来があります。
今このときを逃さず生かそうではありませんか、そのため
にこそロータリアンとして行動を起こしましょう。
　2660地区立野純三ガバナー方針は『変革を！ロータリー
を通じて奉仕（プレゼント）を！』
　ＲＩは大きく変化しようとしています。私たちはその変
化に対応していかなければなりません。世界を見てみます
と、いたるところで紛争や自然災害が発生しています。国
際貢献として、これらの問題にロータリアンは積極的に関
わり、行動を起こさなければならないと思います。一方国
内を見ましても、東日本大震災の被災地は４年を経過して
もまだまだ本格的に復興しておりません。我々はこれらの
問題を見ているだけではなく自らがもっている力、それが
能力、行動、寄付かもしれません。ぜひ、これらに関心を
持ち各種の奉仕を行っていくべきだと思います。私の奉仕
の原点は、あくまで自らの仕事を通じて学んだ職業奉仕で
あり社会奉仕です。
　最後に、ポール・ハリスは「ロータリーが可能性を実現
するためには、常に変化し、場合によっては大きな変化を
しなければならない」と言っています。今年こそ変化をし
ましょう。皆さんと一緒に地区・クラブを変革し、素晴ら
しい未来溢れる地区・クラブにしていきましょう。

会長　松田　琢志会員

１．国際ロータリー日本事務局からロータリーレートのお
知らせを受信

　　◎2015年７月のロータリーレートは１ドル＝124円で
す。

２．米山記念奨学会から米山奨学生世話クラブ補助費送金
のご案内を受信

３．ガバナー事務所から次の２件受信
　①第１回クラブ社会奉仕委員長会議の案内
　　◎日時：2015年８月22日（土）10：00～12：00
　　　登録９：30～
　　◎場所：薬業年金会館301号室
　　◎担当者：巽社会奉仕リーダー

　②国際ロータリー第2660地区IM第７組大阪南西ロータ
リークラブ解散のお知らせ

４．一般社団法人ロータリーの友事務所橋本代表理事から
「ロータリーの友」電子版のご案内を受信

５．財団法人大阪交通災害遺族会から「パンジーだより」
を受信

６．柏原市献血推進協議会中野会長から「血液センター
ニュース」を受信

出 席 者
　松田　琢志、小原　　進、石崎　　昭、田中　義男
　笠井　和憲、岡村　政嗣、楠本　菊實、大谷　隆英
　高井　康伊、三田　昌孝
提出議案
　１．被選理事会での決議事項の件
　２．細則改正の件
　３．前期会費請求書の件
　４．名簿作成の件
　５．当日採択議案
決定事項
　１．承認する。
　２．承認する。
　３．承認する。分担金、預り金は前年通りとする。
　４．了承し、承認する。次回例会時名簿原本を回覧し会

員各位に確認する。
　５．なし

・この１年、会長の責務を精一杯努める所存です。理事役
員をはじめ会員の皆様方のご指導とご協力をお願い申し
上げます。　　　　　　　　　　　　　松田　琢志会員

・いよいよ、本日の例会から松田年度が始まります。幹事と
してまだまだロータリーに関しては経験不足で不安です。
どうぞメンバーのご協力をお願いし、失敗をおそれず頑張
りますので、どうぞご指導宜しくお願い致します。

笠井　和憲会員
・松田会長、笠井和憲幹事、１年間宜しくお願い致します。

山田　恭子会員　　小原　　進会員
巽　　　教会員　　竹内　　寛会員

・松田会長、役員の皆様一年間よろしくお願いします。
　林　　芳繁会員

・松田会長いよいよ出港ですね。ご無事に着岸されますよ
うお祈り申し上げます。　　　　　　　壇野　隆一会員

・昭和40年、23才で創業。50周年を迎えました。松田年度
を祝して。　　　　　　　　　　　　　岡村　政嗣会員

2015～16年度　ラビンドランRI会長テ－マ
『世界へのプレゼントになろう　Be a gift to the world』

卓　　話

幹  事  報  告

２ １ ５ １

第２１５２回

日　時：2015年７月14日（火）12：30～13：30
場　所：アゼリア柏原　６Ｆ
　 1.  開会宣言（点鐘）
 　2.  ロータリーソング
　 3.  来賓・来訪ロータリアン紹介
　 4.  出席報告
 　5.  会　　食
　 6.  来信及び告示事項
 　7.  幹事報告
 　8.  委員会報告
 　9.  ニコニコ箱報告
　10. 卓　話：RIラビンドラン会長方針　プレゼンテーション
　　 卓話者：会長　松田　琢志会員
　11. 閉会宣言（点鐘）

第２１５３回

日　時：2015年７月21日（火）12：30～13：30

場　所：アゼリア柏原　６Ｆ

卓　話：「温泉　万葉人から寅さんまで」

卓話者：冨田　純一氏

第２１５０回

日　時：2015年７月７日（火）12：30～13：30

場　所：アゼリア柏原　６Ｆ

卓　話：「新年度所信表明」

卓話者：会長　松田　琢志会員

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　それでこそロータリー ♪
どこで会っても　やあと言おうよ
　　　見つけた時にゃ　おいと呼ぼうよ
遠い時には　手を振り合おうよ
　　　それでこそ　ローローロータリー

【出席報告】
出席こそわれらがロータリー

７月７日（土）

会  員  総  数
  内出席免除数

３０名
６名

会員出席者数
 内出席免除出席者数
　【 出 席 率 】

２９名
５名

96.66％
来賓・来訪ロータリアン
〔例会出席者総数〕

６名
３５名

５月 12 日 MAKE-UP した人
　 【 修 正 出 席 率 】

０名
90.00％

　　７月７日（火）の例会
　◎来賓・来訪ロータリアン
　　八尾RC
　　　会長　村本  順三氏　　幹事　飯田  寛光氏
　　八尾東RC
　　　会長　上田  郁生氏　　幹事　上山  惣太氏
　　八尾中央RC
　　　会長　松下  和彦氏　　幹事代理　中井  敬和氏

ニコニコ箱

 K. R. ラビンドラン
2015－16年度RI会長
コロンボ ロータリークラブ所属
ティーバッグの製造で世界をリードする上場企業、
Printcare PLCの創設者・CEO。このほかにも、複数の企業と
慈善団体の理事、およびスリランカ最大の麻薬防止団体で
あるSri Lanka Anti Narcotics Association の創立会長。

1974年にロータリークラブに入会。 ＲＩ理事、財務長、財団管理委員、委員会
委員・副委員長・委員長、タスクフォースメンバー、ＲＩ研修リーダー、地区ガ
バナーを歴任。

・新年度を迎えて。
　　　　石崎　　昭会員　　町野　勝康会員
　　　　小路　徹二会員　　隅谷　尚典会員

・松田丸出航をを祝して。　　　　 古賀　省三会員
・2015初日よろしくお願いします。

橋口　満明会員
・祝い初例会。来週よりしばらく例会休みます。
　ごめんなさい。　　　　　　　　  西尾　寛一会員
・新年度の門出を祝して。　　　  　藤江　　博会員
・今日から新年度、本年もよろしくお願いします。
今夜は七夕、星が見えることを期待しましょう。

榊原　正峰会員
・松田会長、今後共何卒よろしくお願い申し上げます。

大橋　　勝会員
・松田新年度、初例会欠席のお詫び。

山本　光勇会員
・松田会長、笠井和憲幹事、理事役員の方々お世話
ですがよろしくお願い致します。

田中　義男会員
・例会欠席のおわび。岡村様おめでとうございま
す。ありがとうございました。

楠本　菊實会員
・2015～2016年度のSAAを務めます。これから一年
間宜しくお願いします。　　　　  三田　昌孝会員

・岡村さん、いろいろありがとうございました。大
変たのしい時間でした。初例会おめでとうござい
ます。　　　　　　　　　　　　  高井　康伊会員

・岡村様、会社の創業50周年では結構なおもてなし
ありがとうございました。松田新年度を祝して！

伊谷　祐一会員

25件　　合　計　　 72,000円
　　　　累　計　 1,888,144円

定例理事会記録
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Printcare PLCの創設者・CEO。このほかにも、複数の企業と
慈善団体の理事、およびスリランカ最大の麻薬防止団体で
あるSri Lanka Anti Narcotics Association の創立会長。

1974年にロータリークラブに入会。 ＲＩ理事、財務長、財団管理委員、委員会
委員・副委員長・委員長、タスクフォースメンバー、ＲＩ研修リーダー、地区ガ
バナーを歴任。

・新年度を迎えて。
　　　　石崎　　昭会員　　町野　勝康会員
　　　　小路　徹二会員　　隅谷　尚典会員

・松田丸出航をを祝して。　　　　 古賀　省三会員
・2015初日よろしくお願いします。

橋口　満明会員
・祝い初例会。来週よりしばらく例会休みます。
　ごめんなさい。　　　　　　　　  西尾　寛一会員
・新年度の門出を祝して。　　　  　藤江　　博会員
・今日から新年度、本年もよろしくお願いします。
今夜は七夕、星が見えることを期待しましょう。

榊原　正峰会員
・松田会長、今後共何卒よろしくお願い申し上げます。

大橋　　勝会員
・松田新年度、初例会欠席のお詫び。

山本　光勇会員
・松田会長、笠井和憲幹事、理事役員の方々お世話
ですがよろしくお願い致します。

田中　義男会員
・例会欠席のおわび。岡村様おめでとうございま
す。ありがとうございました。

楠本　菊實会員
・2015～2016年度のSAAを務めます。これから一年
間宜しくお願いします。　　　　  三田　昌孝会員

・岡村さん、いろいろありがとうございました。大
変たのしい時間でした。初例会おめでとうござい
ます。　　　　　　　　　　　　  高井　康伊会員

・岡村様、会社の創業50周年では結構なおもてなし
ありがとうございました。松田新年度を祝して！

伊谷　祐一会員

25件　　合　計　　 72,000円
　　　　累　計　 1,888,144円

定例理事会記録


