
 

 

２０１９年  ５月 ９日発行 会報第９７１号 

今週のプログラム 

（２０１９年 ５月 ９日 第９７１回例会） 

 

   卓話  「不思議な歌」 

担当 柳原 健治会員 

 

次週のプログラム 

（２０１９年 ５月１６日 第９７２回例会） 

 

  卓話  「 未定 」 

担当 水本 徹会員 

 

 

 

第９７０回例会 （２０１９年 ４月２５日）の記録 

会長の時間            会長  藤田 芳浩 

皆様 こんばんは、お元気ですか！2019-2020年度ガバナー補佐 古城 紀雄様ようこそ！本日宜しく 

お願い致します。また、2019.4.1-2020.3.31米山奨学生のタン・フイ・ウェン・エリカ様 これから 

宜しくお願い致します。彼女は日本語を研究テーマとされています。2000 年 6 月生まれのマレーシア

国籍ですが、日本とは縁が深いとの事。詳しくは、カウンセラーをお願い致しました山本 友亮会員 

より後ほどご紹介があると思います。実は、先日古城様にお世話になりました「二輪会」の会合で、 

大阪東淀ちゃやまち RC2018-2019年度幹事の磯田 郁子様と席が近かったので、ちょうど彼女のお話を

しておりました。これから 1年間を楽しみにしております。また、楽しく興味深いお話をお願いします。

さて、まさに「あと何日」のカウントダウンの声が色んな所から聞こえ始めている様な毎日です。 

私ごとですが正直今週は、月曜日からバタバタでして、こんなにあらゆる所から急がれるとは思ってい

ませんでした。ただ、時代の変わり目としては、非常に穏やかなで歓びにあふれた時が流れている様に

感じます。まさに時代の変わり目に遭遇している事は確かです。本日のファイヤーサイドミーティング

「今後についての意見交換会」も同様に変化に遭遇していると実感する事になります。創立以来の例会

場が様々な要因から移転となる状況になりました。これをプラスにして行きたいと考えています。従来

の課題を解決する、または、新しい価値観を実現する良い機会だと捉えて前向きに検討して行くべきだ

と判断しています。4月 4日の理事会終了後から例会場に付いてのご提案はすでに数件頂いております。

ただ、会員皆様の例会場及び例会開催方法等についてのご希望やご意見は様々にあると思いますので、

本日は、例会場に必要な要件等を改めて確認をすると同時に、今までとは違った視点からとらえること

も含めて意見交換をお願いしたいと考えております。また、皆様にお願いしたい事は、お知り合いや何

かの情報で例会場に良いのではと思われる所が有りましたら是非ともご連絡を頂きたく思います。単に

移転するだけではなく何か新しく、何か面白く、何かこれからに繋がるような例会場・例会運営にして

行きたいと強く思っております。どうかご協力を宜しくお願い致します。 



  
＜お客様＞  

2019-2020年度ガバナー補佐 古城 紀雄様（千里ロータリークラブ） 

2019.4.1-2020.3.31 米山奨学生 タン・フイ・ウェン・エリカ様 

（大阪日本語教育センター） 

＜出席報告＞      西本 明文出席担当 

会員数（内出席免除会員１名）       20 名 

本日の出席者数（内出席免除会員 0 名）15 名 

       （内名誉会員   0 名） 

本日の出席率                    78.95% 

前々回（4 月 11 日）の修正出席率  85.00% 

 

＜ロータリーソング＞ 

♪手のひらを太陽に♪      全会員 

 

＜ピアノ演奏＞      近藤 美里さん 

1.やわらかい日差しの中で 

2.Sing 

 

＜幹事報告＞                                水島 洋幹事 

１.地区代表幹事 宮里唯子様より『ロータリーデー2750 フェスタ 2019』のご案内がありました。

回覧致します。 

2.RI 日本事務局より、5 月の RI レートは 1 ドル 112 円と連絡がありました。 

3.クラブ事務局の執務につきまして 4 月は明日 26 日(金)までで、5 月は 8 日(水)からになります。 

地区主催のセミナーなどへの出欠回答は、5 月 7 日締め切りですので、担当会員様は、 

明日までにご連絡よろしくお願い致します。 

4.前米山奨学生 クレラ・サブ様より過日ご訪問のお礼の品が届きました。 

5.来週 5 月 2 日は例会休会ですので、お間違いの無いよう、よろしくお願い致します。 

 

＜委員会報告＞                  副 SAA プログラム担当 松田 親男会員 

✤プログラムの変更✤ 

・5 月 16 日 卓話 水本 徹会員、 

・5 月 23 日 卓話 2019 学年度 米山奨学生タン・フイ・ウェン・エリカさん 

「イニシエーション・スピーチ」 

 



  

＜ファイヤーサイドミーティング③（会長主催）＞              藤田 芳浩会長 

今回のファイヤーサイドミーティングでは、2020 年 3 月を目途に、毎週木曜日に例会場として使用

しているホテル阪急エキスポパークが営業を終了するとの事ですので、この事実を前向きに捉えて、

プラス思考を前提に例会場に付いての認識及び例会開催方法等も含んでの意見交換会を企画いたし

ました。下記のポイントを中心に会員皆様の率直なご意見を宜しくお願い致します。 

① 例会場へのアクセスについての時間的・距離的許容範囲・希望は？ 

② 例会開催方法・食事等の提案・希望は？ 

③ 例会開催に必要な備品が保管できる場所があるか？ 

④ 卓話に必要なマイク・プロジェクター・スクリーン等が準備できるか？ 

⑤ 事務局の設置はどうか？(今回を良い機会として事務局の資料も整理して今後に活かす) 

⑥ その他、従来から提案したい事、改善してほしい事など。 

A 会員：御堂筋沿線が便利と思う。例会場を変えることによって地元との接点が増やせるのではな

いか。千里中央のレストランを 1,2 店舗聞いているが、食事代 4,500 円は必要な感じ。 

B 会員：江坂ゴルフセンターの中の中華は、食事 3,000 円は OK。地下鉄江坂駅から 10 分ごとにバ

スあり。駐車場 OK。敷地内のレストランは夜営業していないので使える。事務局は難しい。 

C 会員：アクセスは電車のみにつき千里中央が便利。チャイナテーブルはよく使っている。 

D 会員： アクセスは車なのでどこでも OK。ただ、吹田の人間からすれば箕面は遠い。 

E 会員：新大阪に新しいホテルができている。ホテルというのも良いと思う。 

F 会員：行けるところへはどこでも行く。 

G 会員：車はほとんど使わないけどどこでもいい。ただ、今は自宅に近いので出席率が下がるかも。 

    箕面は遠いと思う。 

H 会員：運転はあまりうまくないので、ここが一番良い。江坂は産業道路が結構混む。 

I 会員：運転をできるだけしないようにしているので、現在は千里中央まで車、後モノレール。 

    千里中央が一番良い。 

J 会員：江坂はごく近いのでうれしい。引き続き探す。 

K 会員：車をいつやめるかの年齢にきている。箕面の交流センターは車 OK。 

L 会員：お任せします。千里メイプルのテリトリーは箕面市と吹田市。箕面は集まりにくい。 

    江坂に行ったら集まる？ 

M 会員：お任せします。ただ、交流センターの小野原は陸の孤島です。 

N 会員：日ごろからメイプル基金に多大なご協力をいただいているので、 

経費削減につなげられたらと思う。 

＊藤田会長：皆様ご意見有難うございます。やはりお話を聞いてみないと判らないことが多くある

なと感じました。現在、例会場にどうかと言う具体的なご提案は、すでに 2～3 ヶ所頂いています。 

本日ご意見を頂けなかった会員からのご意見も参考にしたいと思います。そのうえでポイントに挙

げました要件等をチェックしまして、一度移動例会として開催してみたいと思います。 

また、 



 

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞ 

4 月の初めに突然、ホテル阪急エキスポパークより営業終了の連絡を頂きました。創立以来ずっとお

世話になっているホテルですが、今後新しい例会場が必要となります。この機会をプラスと考えて新

鮮な観点から充実した、楽しい例会開催を目指したいと思います。会員皆様の前向きなご意見、ご提

案を今後とも宜しくお願い致します。尚、発言者の個人名は匿名にしました。（文責：藤田 芳浩） 

＜ＳＡＡ報告＞                            SAA 岸上 和典会員 

スマイルボックス 

西本 明文会員：相原先生 詩子のお見舞いありがとうございました。 

黒川 彰夫会員：渡邊会員 お伊勢さんでは、大変お世話になりました。 

コメント無し：山下 聰一郎会員：  

 

米山記念奨学会 

藤田 芳浩会長：タン・フイ・ウェン・エリカさんこれから宜しくお願いします！！ 

黒川 彰夫会員：エリカさん、ロータリークラブを楽しんで下さい。 

松田 親男会員：5 年ぶりにゴルフ行きました。体はボロボロ 次は 5 年後？ 

コメント無し：西本 明文会員、山下 聰一郎会員、 

ロータリー財団 

黒川 彰夫会員：いよいよゴールデンウィークですね！！  

コメント無し：山下 聰一郎会員 

ラオス基金 

藤田 芳浩会長：神宮参拝、伊勢旅行皆様ありがとうございます！！ 

相原 正雄会員：渡邊会員お世話になりました。 

黒川 彰夫会員：古城様ようこそ！！ 

西本 明文会員：近藤 美里さん 西本 詩子のお見舞いありがとうございました。 

コメント無し：山下 聰一郎会員 

メイプル基金 

藤田 芳浩会長：古城ガバナー補佐 本日宜しくお願いします！！ 

黒川 彰夫会員：暑いですね！！ 

松田 親男会員：伊勢欠席のおわび。 

水本 徹会員：渡邊会員 伊勢では、大変お世話になりました。 

        本日 平成最後の例会ですね！！ 

西本 明文会員：西本 詩子の欠席のおわび。  

野﨑 元子会員：楽しい伊勢旅行ありがとうございました。 

山本 友亮会員：ゲストのみなさま、ようこそ。 

コメント無し：水島 洋会員・山下 聰一郎会員 

 


