
事 務 所　〒582-0007 大阪府柏原市上市 1 丁目 2-2（アゼリア柏原 5F）
　　　　　TEL（072）973-3655　FAX（072）973-2300
例会日時　毎週火曜日　12：30～13：30
例会場所　アゼリア柏原6F

会　　　長：小　原　　　進
副　会　長：榊　原　春　枝
副　会　長：大　谷　隆　英
幹　　　事：伊　谷　祐　一
クラブ管理委員長：笠　井　靖　彦
会報リーダー：小　路　徹　二

2016-2017年度
国際ロータリーテーマ

人類に奉仕するロータリー
大阪柏原R.Cテーマ
共に学ぼう　ロータリー

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

提出議案
　１．次年度クラブ活動計画書（案）の件
　２．次年度予算（案）の件
　３．各種団体への出席分担の件
決定事項
　１．各委員会の計画案を引き続き、審議中。
　２．引き続き、審議中。
　３．会長、幹事に一任する

５月９日
・長谷川羽曳野学園の新屋公孝園長様、本日の卓話をよろ

しくお願い致します。　　　　　 　　　小原　　進会員
・阪神タイガース絶好調ですが、私は体調不良で苦しんで

います。先生方良い薬ありませんか？　 伊谷　祐一会員
・新屋公孝園長、本日の卓話宜しくお願いします。ご苦労

様です。　　　　　　　　　　　　 　　松田　琢志会員
・長谷川羽曳野学園園長　新屋様、本日の卓話よろしくお

願い致します。　　　　　　 　　　　　藤江　　博会員
・伊谷幹事、ゴールデンウイーク最高でしたでしょう？
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　古賀　省三会員
・大型連休、皆さん楽しまれましたか？　 三田　昌孝会員
・欠席のお詫びと、心身の窮地により感じる人のあたたか

さと、〝まさかの友が真の友〟に感謝して。
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　早川清一郎会員
・知らない道と高速は走らないという奥さんのおかげで、

連休中はよく運転させていただきました。
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　笠井　靖彦会員
・１か月休会しました。ゆっくり、生きていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　榊原　春枝会員
・檀野樣、先日は御迷惑おかけして申しわけありませんで

した。春の家族会欠席のおわび。　　 　小路　徹二会員

10件　　合　計 　 24,000円
　　　　累　計　1,197,059円

５月14日
・今日は淡路島の沼島で鱧をごちそうになります。

小原　　進会員
・本日、自衛隊司令より感謝状をいただきました。沼島に

無事合流出来て良かったです。　　 　　伊谷　祐一会員
・家族会お世話になりました。

松田　琢志会員　山本　光勇会員　竹内　　寛会員
・家族会お世話に成りありがとうございます。

檀野　隆一会員
・遠路はるばるご苦労様です。　　 　　　笠井　靖彦会員
・私の好きな鱧料理ご馳走おおきに。　　 田中　義男会員
・ハモですね。母の日ですね。　　　　 　橋口　満明会員
・本日はお世話になります。      　　　　 岡村　政嗣会員

「卓話みたいなフォーラム、
フォーラムみたいな卓話」

青少年事業リーダー　橋口　満明会員

５月９日
１．（公財）ロータリー米山記念奨学会から米山奨学会

ニュース「ハイライトよねやま204」を受信。
２．ガバナー事務所から地区学友会への登録についてのお

願いを受信。
　◎ロータリー学友出身の貴クラブ会員、または貴クラブ

がお世話された学友の方々へこの度新設される地区学
友会へご入会して頂くよう、ご案内くださいますよう
お願い致します。

３．八尾RCから４クラブ合同懇親会の卓話タイトル・卓
話者のプロフィールを受信。

　◎日　時：５月13日（土）　17：00～　
　　場　所：天王殿　（天王寺）
　　卓話者：杦本　日出夫氏　
　　卓　話：「もう宇宙は夢じゃない！

～リーダーと部下のチャンスの活かし方～」
４．池田くれはRCから春のRYLAセミナー開催のご案内を

受信。
　◎日　時：2017年５月３日（水・祝）登録開始13：30　

　　　　　　～５月５日（金・祝）15：30（現地解散）
　　場　所：不死王閣　大阪府池田市
　　受講料：参加青少年　　12,000円/人
　　登録料：ロータリアン　 6,000円/人

５月14日
１.（公財）ロータリー米山記念奨学会から米山奨学会

ニュース「ハイライトよねやま206号」を受信。
２．ガバナー事務所から 2017-18年度ガバナー月信有料購

読のご案内を受信。
　○紙面発行の３回分につきまして、ご希望の会員様には

１セット600円（年間）でご購読いただけます。クラ
ブの有料購読数を６月２日（金）迄に、ガバナーエレ
クト事務所までFAXでご連絡下さい。

出席者
　小原　　進、三田　昌孝、松田　琢志、榊原　春枝
　伊谷　祐一、笠井　靖彦、藤江　　博、田中　義男
　髙井　康伊、巽　　　教
決定事項
　１．本年度クラブアッセンブリーの件
　２．IM第4組新旧合同会長・幹事会の件
　３．柏原学友会の件
　４．事務局の件
提出議案
　１．幹事より報告。計画案については委員長及び各リー

ダーで行う。10～15分の延長。  
　２．クラブより出席義務費として半額負担する。
　３．設立は17年度に決定。実施は18年度より行う。本会

の運用は財団委員会とする。  
　　　2017年10月、2018年4月に寄附を募る。 
　４．月額1.000円の昇給。

出席者
　三田　昌孝、藤江　　博、小原　　進、髙井　康伊
　巽　　　教、榊原　春枝、石崎　　昭

幹  事  報  告

２ ２ ３ ４

第２２３７回

日　時：2017年５月23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：「卓話みたいなフォーラム、
　　　　　　　　　　　フォーラムみたいな卓話」
　　 卓話者：青少年事業リーダー　橋口　満明会員
　11. 閉会宣言（点鐘）

第２２３８回

日　時：2017年５月30日（火）12：30～13：30
場　所：アゼリア柏原　６Ｆ
卓　話：「クラブ協議会　次年度活動計画（案）」
卓話者：会長エレクト　三田　昌孝会員

第２２３６回

日　時：2017年５月14日（日）11：30～

場　所：兵庫県南淡路市沼島「木村屋」

「 春 の 家 族 会 」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

出席こそわれらがロータリー

５月 14 日（日）

会  員  総  数
  内出席免除数

２６名
６名

会員出席者数
 内出席免除出席者数
　【 出 席 率 】

１５名
１名

60.00％
来賓・来訪ロータリアン

〔例会出席者総数〕
　　７名

２２名
５月９日 MAKE-UP した人
　 【 修 正 出 席 率 】

０名
88.00％

・初めて沼島に来ました。オノコロ神社に参拝疲れまし
た。　　　　　　　　　　　　　   三田　昌孝会員

11件　　合　計 　 25,000円
　　　　累　計　1,222,059円

　　５月14日（日）の例会
　◎来賓・来訪ロータリアン
　　　ご家族様 ５名・教育支援学生 ２名

被選理事会記録 日時：2017年５月９日（火）
場所：アゼリア柏原　小会議室

ニコニコ箱

【出席報告】

定例理事会記録

　　　　　　奉仕の理想 ♪
奉仕の理想に集いし友よ　御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和　めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ　我等のロータリー　ロータリー

●5月13日 「4クラブ合同懇親会」

●5月14日 「春の家族会」　～南淡路市沼島～
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