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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ ロータリーの目的 ＊＊＊
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

言行はこれに照らしてから

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち､役立つ仕事はすべて

1. 『真実』かどうか

価値あるものと認識し､社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものとすること。

2. みんなに『公平』か

第３ ロータリアン一人一人が､個人として､また事業及び社

3. 『好意』と『友情』を深めるか
4. みんなの『ため』になるかどうか

http://www.shin-osakarc.jp

会生活において､日々､奉仕の理念を実践すること。

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が､世界的ネットワーク
を通じて､国際理解､親善、平和を推進すること。

http://www.shin-osakarc.jp
＜本日のプログラム＞
第 1425 回例会／2015 年 8 月 28 日
～ガバナー公式訪問～

第 1424 回例会報告 （8 月 19 日）
■司会進行
SAA 三島会員
■唱

歌

SAA 中川会員

■来賓紹介

SAA 中川会員

大阪淀川ＲＣ・大阪東淀ちゃやまちＲＣ・新大阪ＲＣ
３クラブ合同例会

標

大阪心斎橋ＲＣ
会 友

語
「Be a gift to the world」

田坂 敏章 様
松尾 寛 様

「世界へのプレゼントになろう」

会長方針
「Let’s take action ourself」
「もっと汗を流そう」
唱
歌 ｢奉仕の理想｣
奉仕の理想につどいし友よ
御国にささげん 我らの業
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
我らのロータリー ロータリー
卓
話
「ガバナー講話」
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
立野 純三 様

「世界へのプレゼントになろう」
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■出席者報告
第 1424 回例会
会員数 32 名
出席数 23 名

SAA 三島 会員
2015 年 8 月 19 日
出席率 82.14％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 4 名

第 1423 回例会（8/5）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 87.10%
7/30 松川会員
8/01 安井会員
8/05 吉田会員

2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
２０１５～１６年度 会長方針

「もっと汗を流そう」
■会長の時間

会長

「Let’s take action ourself」

久富 義郎
2015.8.19

この 2-3 日少し涼しいようですが、お盆の間いかがお過ご
しだったでしょうか？
このまま秋に突入とはいかないと思いますがもう一頑張りし
ましょう。
会友の辻本先生から、残暑見舞いが届きました。ご紹介
します。

残暑お見舞い申し上げます。
本当に暑いですね。外へ出るのが恐ろしくて、例会に
出席しそびれています。
この度は、私の沢山の資料をお送りくださり有難うござ
います。
３０周年記念式典に撮っていただいた写真が、こんな
デッカイものになってビックリしました。大石さんによろ
しくお伝えください。
対談の DVD もいいですね。創設期にはこんな DVD は
なかったので、隔世の感ですね。
私が入会したのは１９８８年１月で５０歳でした。クラブ
創設２年半でした。その時の会長西田恵吉さんと飯原
啓吾さん（共に医師）の推薦でした。どちらも故人とな
られて、残念です。入会したときのクラブ名は大阪北
淀ロータリークラブでした。会場は南方のホテルコンソ
ルトでした。新大阪ワシントンホテルに会場を移す時は
賛否両論かなり議論したのを覚えています。ホテルコ
ンソルトの支配人も会員でしたから。
では、くれぐれもご自愛ください。
辻本嘉助

「世界へのプレゼントになろう」
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チャーターメンバーはじめ在籍期間の長い会員は、お気
付きの点をもっと指摘いただき、クラブの改善に寄与してく
ださい。来年度はクラブの委員長として立て直しに活躍し
ていただきます。よろしくお願いいたします。
次週 8 月 26 日の例会は休会です。この振替として、8 月
28 日（金）は立野ガバナーの公式訪問を合同例会でお迎
えします。12：30～ グランビアホテル大阪です。理事の方
は、11：20～ ガバナーとの懇談会です。ご出席ください。
今月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。会員
増強に関するラビンドラン会長からのメッセージ が届いて
いますので掲載します。
会員の皆さま
日ごろよりロータリーをご支援いただき、心より感謝申し上
げます。
私たちは会員増強について頻繁に話をします。通常、話
の焦点は新会員の勧誘になるわけですが、等しく重要で
あるベテラン会員の維持も忘れてはなりません。
「会員増強・新クラブ結成推進月間」である今月、皆さまに
とってロータリーは何を意味するのか自問していただきた
いと思います。そして、皆さまがロータリー体験談を話され
る際は、ロータリー仲間以外のご友人や職場のお仲間にも
ご紹介いただき、入会したきっかけだけでなく、今日も会員
であり続ける理由もぜひお話しください。その理由は、地
域社会で変化をもたらすことができるから、それとも、生涯
続く友情が得られるからでしょうか。助けを求めている人び
とへの支援から生じる充足感であれ、ロータリーでの機会
やつながりを通じて得られた人生における発展であれ、ロ
ータリーの会員であったからこそ可能となったことについて
ぜひお話いただきたいと思います。皆さまご自身のロータ
リーストーリーこそ、新たな入会に向けて人の心を動かす
力となります。（省略）
会員増強は、1 年を通じて力を入れるべき重要課題です。
会員候補者にとって入会に値する理由、そして現会員にと
って会員であり続ける理由を、さらに強化していく必要があ
ります。地域社会の発展にさらに力を注ぎ、「世界へのプ
レゼント」となれるよう、力を合わせて会員基盤を発展させ、
さらに多くの人を入会へと導きましょう。
というメセージです。動画も届いています。
会員増強は永遠のテーですが、我々がより良き新大阪 RC
を作っていくことが、その実践になっていることだと思いま
す。頑張って実現しましょう。
ありがとうございました。

2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
■災害復興Ｐ基金報告

８月５日

０円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

い。
・ＩＭ第７組ロータリーデーのご案内が届きました。回覧し
ますので、参加ご希望の方は事務局までお申し出くだ
さい。
・米山奨学会より資料が来ております。また、辻本会友
所属のＪＯＣＳより会報誌が、日本ライトハウスより年報
他届きましたので、全て回覧します。

安井会員
本日の合計
今年度累計

1,000 円
40,000 円

委

員

会

報

■親睦活動小委員会

米

山

ボ

ッ

ク

告
植田 誠 委員長

ス

安井会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

1,000 円
97,000 円

報

８月２１日 親睦委員会の案内
９月１６日 レディースサロン「ルーブル美術館展」案内

告
中川 会員

■社会奉仕委員会
遠藤会員
中川会員
北野会員
町 会員
松尾会友
安井会員

一寸嬉しい事がありました。
妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
雨があがって、予想通りの夏となりま
した。
先日は歓迎会を開いて頂き、ありがと
うございました。
富田さんお世話になり有難う。
妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

山路 高純 委員長

大阪整肢学院夏祭り、東淀川区民まつりの参加、特に
奥様の参加が分かる方の出欠をお願いします。

卓

話

「イニシエーションスピーチ」
町 博昭 新会員

31,000 円
227,000 円

幹事

田中 宏

・８月５日の第２回定例理事会議事録を配布しておりま
す。ご確認下さい。
・１２月４日、５日に行われます地区大会の案内が届きま
した。パンフレットとスケジュールを配布しました。早速 ■ ご挨拶
ですが出欠を回覧しますので、ご記入をお願いします。
尚、ご家族が参加される場合は、回覧用紙下方にご家
皆さん、こんにちわ。
族名を記入いただき、参加項目に○印を付けて下さ ７月よりお世話になっております 町 です。
「世界へのプレゼントになろう」
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2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
本日は、私の自己紹介のためにお時間を頂戴し、誠にあ
りがとうございます。
また、先日(8/5)は皆様ご多用にも関わらず、歓迎会を開
いてくださり、本当に有難うございました。改めまして、御
礼申し上げます。
このイニシエーションスピーチに先だって、久富会長より
「３０分差し上げるから自分を丸裸にするような話をしてく
ださい。皆さん受け入れてくれる方ばかりだから」とのお
話を頂きました。
有難いお言葉を頂いたのですが、３０分も話し続けるの
は、とても大変で、さてどうしたものか…
随分、悩んだのですが、結局、何も出てきませんでした。
面白いお話しは出来ませんが、思いつく限りの「私の情
報」をお伝えしたいと思います。
■ 先ずは自己紹介と家族の紹介をさせて頂きます
1970 年 10 月 25 日、
鹿児島県出身で真面目で寡黙な父 と 岡山県出身で
ほがらかでチャキチャキの母の元、だんじり祭で有名な大
阪、泉州の岸和田市で、町家の長男として生まれました。
現在 44 歳です。
兄弟は弟が一人、その弟は関西大学を卒業後、大阪の
地方銀行に入行、数年勤務した後、退職し、現在はコン
サルタント会社を経営しております。
現在、私は、奈良県の斑鳩町（ＪＲ大和路線の法隆寺駅
近く）に住まいを構えておりまして、同年の妻、安以子は
薬剤師として地元の調剤薬局に勤めています。
長女の佳菜子は奈良県立畝傍高校在学中、次女の紗耶
加は大阪私立清風南海中学在学中です。
以上、私を含め４名で暮らしています。
私自身の一番幼い頃の記憶は幼稚園（５歳くらい）のこと
で幼稚園から帰ろうとしたとき、靴がなくなっていて、泣い
ていたこと、年上？のガキ大将にいじめられて、泣いてい
たこと、遊んでいる時、自分が投げたブーメランが戻って
きて、顔に当たって、泣いていたこと、そして、泣き虫のく
せに、同い年の彼女が２人おり、毎日３人で手を繋いで
登園していたことです。
おとなしく、いじめられっ子のくせに女性には積極的だっ
たようです。
小学校に入っても、やはり、おとなしく、本当はソフトボー
ルクラブに入りたかったのに、何故か、５年生は将棋クラ
ブ、６年生は図書クラブに入っていました。全く楽しくなか
ったです。
中学校に上がり、入るクラブを選ぶことになったのですが、
特技があるわけでもなく、「練習場が遠くにあるため、唯
一、自転車通学が出来る」という理由だけで、陸上部に
「世界へのプレゼントになろう」
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入部しました。
１年生の時は短距離に所属、然しながら、全く芽は出ず
…
２年生になり、ひょんな事から中長距離に転向しました。
ここで、自分も知らなかった「心肺機能だけは人一倍強
い」事が判明し、中学３年の時には１５００ｍを４分０秒台
のタイムで走り、大阪府内３位の選手になりました。
高校でも陸上部に所属し、５０００ｍを主戦場に、毎日毎
日、朝昼晩、ただただ走っていました。
しんどいだけで楽しくもないのに、何故、毎日毎日、走っ
ていたのか？は今でも理解できません。
中学・高校時代はクラブ活動と、女の子のお尻を追いか
けていた思い出だけが強く残っています。
高校生のころ、英語と数学が大の苦手（嫌い）だった私は
初めから大学進学は考えず、専門学校に行くことに決め
ていました。
ところが、具体的に何がしたい訳でもありません。
少し調べていると、コンピュータの専門学校ＨＡＬ（現在
のＨＡＬ大阪）に４年制課程があることが分かりました。
「４年間、学生生活ができる」
それだけの理由でＨＡＬ大阪に入学しました。
学費のことなど考えもせず、親の苦労に気付かない本当
に親不孝な息子だったなぁ…と
今では深く反省しています。
さて、専門学校の入学式初日、愕然としました。
周りは男子生徒ばかりで女子生徒がほとんど居なかった
のです。
幼稚園の頃から女性のお尻を追いかけ続けてきた私に
は男ばかりの専門学校生活を４年も続けるなど、とても出
来ないと思え、入学式当日、ミナミの繁華街にアルバイト
先を探しにいきました。
結局、アルバイト先はマクドナルドに決めたのですが、
その理由は「カウンターの女の子が可愛かった」それだけ
です。
ここまでお話ししますと、「女性のことしか考えていない」と
思われてしまいますので、アルバイト先での仕事振りを少
しお話しします。
高校時代は「得得」というチェーン展開しているうどん屋さ
んで店長代理を、専門学校時代のマクドナルドではマネ
ージャーとしてアルバイトの勤務シフトの作成や店舗での
営業管理など、正社員不在時の店舗責任者として勤務。
掛け持ちしていたドトールコーヒーでも副店長を、と、大
変、真面目に仕事をしておりました。
2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
昇進意欲も強かったようです。
「きちんと仕事もしていましたよ」という自己フォローです。
とは云うものの、妻とは１８歳の時、アルバイト先のマクド
ナルドで出会いました。
やはり、女性との出会いが一番の目的だった事は否定で
きません。

にも捕われない自由な表現をしていくわけですが、私は、
「破」と「離」の中間で止まっています。
書道会に籍を置いたままにしていますので、もう少し年を
取ったら、書道を再開し「離」の境地に至ってみたいと考
えています。
もし書道や家庭菜園を嗜んでおられる方がいらっしゃい
ましたらまた、楽しいお話しができれば。と存じます。

■ 次に私の趣味についてです
■ ここからは会社の紹介をさせて頂きます
趣味は「家庭菜園」と「書道」です。
家庭菜園歴は１０年程度、始めは庭（と云っても狭い箱庭
ですが）の片隅に大根を植えたところ、立派な大根が収
穫できた事から本格的に野菜作りを始めました。
今ではどんな野菜、果物でもプランターで作ります。
素人が作れる主なもので作ったことがないのは、お米くら
いだと思います。
私は「野菜を作る事」専門で、食べる事は家族や会社の
社員に任せています。
無農薬での栽培なのですが、自分が作ったものが、どうも
信用できないので食べません。
野菜作りの楽しいところは手間を掛ければ掛けるほど、良
い結果が得られる。という事です。
仕事では、頑張っても結果が付いてこない事も多いと思
いますが、野菜は与えた愛情にそのままに答えてくれま
す。そこが野菜作りに嵌った一番の要因だと思います。
あとは、仕事柄、毎日、パソコンと睨めっこしていますので、
休みの日くらいは、土いじりしていたい。
という気持ちもあります。
もう一つの趣味、書道は、小学１年生から始め、毎週、近
所の書道塾へ、高校に入ってから３０歳過ぎまでは谷町
六丁目にある書道会本部に通っていました。
雅号は「香山」。師匠の「香苑」から一文字貰って、書道
会の会長先生につけて頂いた雅号です。
書道の好きなところは、作品作りをしている時に「無」にな
れるところです。
硯と筆、半紙の前に正座して目を閉じると、頭の中を真っ
暗に出来ます。
日頃、「無」になれる時間はあまり有りませんので、心のリ
フレッシュには大変、有効です。
ただ、ここ１０年ほどは、会社作りに追われ、ゆったりとし
た時間が作れず、書道はお休みしています。
茶道や武道で云うところの「守破離」は書道の世界にも存
在しています。
「守」で師匠に学び、「破」で自分の形を作り、「離」で何事
「世界へのプレゼントになろう」
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専門学校卒業後、独立系のソフトウェア会社に入社し、
約６年間務めた後、退職、現在の会社を設立しました。
社名は「株式会社ソフトム」と申しまして、ソフトウェアの受
託開発を専門にしております。
１９９８年に５名の有志で設立しました。
現在、私は専務取締役の肩書で、新規顧客向け開発部
門の部長、間接業務としましては、新卒採用担当、購買
担当、ＩＳＯ運営担当のほか、机の掃除、鉢植えの水やり、
会議室・倉庫の清掃などの重要な業務に就いておりま
す。
自分でも会社の中で何をしているのか？よく分かりません
が、基本的には社内で誰も手を出さない、もしくは誰も手
が出せない仕事を担当しております。
単純に「自分がやりたいことをやっているだけ」ということ
かも知れません。
設立に際し、先ず、行ったことは、書店（紀伊国屋さん）に
行って「有限会社設立セット」なるものを購入し、四苦八
苦しながら、登記文書を作成しました。
その時、一番困ったのは、社名を決めることでした。
メンバー５名の想像力、センスの無さを痛感させられる
日々を数日過ごし、私がふと思いついた社名が採用され、
登記に至りました。
カタカナでソフトム、英字表記では「softm」。
「s」は「サカセガワ」の「s」
「o」は「オオツカ」の「o」
「f」は「フノ」の「f」
「t」は「タケウチ」の「t」
「m」は「マチ」の「m」
と云うように、
設立メンバー５名の名前の頭文字を並べて命名したもの
で、なんとなく、ソフトウェア屋さんっぽくもあり、いい感じ
になったのです。
2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
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私はソフトムの「m」です。

も最大限の利益還元が出来る仕組みにしています。

伊丹市内で事務所を借り、机は、社員の奥さんの勤務先
の事務所移転で捨てることになったものを貰い受け、サイ
ドテーブルは段ボール箱、冷蔵庫は社員がどこかで貰っ
てきたものでした。
唯一、拘ったのは椅子で８時間座れる椅子。という条件で
チョイスして購入しました。

採用に関しては、毎年、２名程度のペースで新卒を採用
しています。
やみくもに会社の規模は追わず、会社の背丈に合わせ
て増員し、筋肉質な企業体質を維持する。
という考えです。

設立当初は仕事量が少なく、毎日、１７時になると、誰と
なく、ビールとツマミを買ってきて宴会が始まっていまし
た。
他のメンバーは前職からの仕事を請け負っていたのです
が、私が担当する仕事は始めてのお客様、内容ばかりで、
毎度毎度、色んなパターンの失敗を繰り返していました。
設立して２年ほど経った頃、ある大手メーカー様とご縁が
出来ました。
そこで出会ったライバル企業の人物が私の人生を変えて
くれました。
前職を含め約８年間、一介のプログラマに過ぎなかった
私だったのですが、そのライバル企業の人物はそう年齢
も違わないにも関わらず、猛烈に仕事ができる人でした。
その実力差に大変、大きなショックを受けました。
学生時代を含め、それまでは、何も考えず、両親がくれ
た生まれ持ったものだけで生きてきた事を痛感しました。
そこから、生まれて始めて本気で勉強しました。本気で仕
事に向き合いました。
幸い、失敗の経験だけは人一倍豊富でしたので、それが
ここで活きました。
徐々に力も付き、それに比例するように仕事量も増え、
１７時からの宴会もできなくなり、真面目に仕事をするしか
なくなりました。
因みに、その人生を変えてくれたライバル企業の人物は
今では親友になり、会社通しのお付き合いもしています。
人とのお付き合いも大事に出来るようになってきたので
す。
設立４年目には事務所を大阪市北区南森町に移転し、
フロアを拡大、机も新しいもので揃えました。
現在は、１８年目、社員２８名と協力企業さんからの出向
スタッフが６名、社長が１名の計３５名で活動しています。
人事、総務、経理などの間接部門は一切、持たず、社長
以外は全員が設計・開発を担当します。
この事でコストダウンが可能になり、お客様にも従業員に
「世界へのプレゼントになろう」
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業務内容は、製造メーカー様の製品に付随するソフトウ
ェア、例えば、銀行にあるＡＴＭが一番、分かり易いでし
ょうか。
あと、高速道路などに設置されている文字情報盤の制御、
電力の蓄積装置（簡単に云うとバッテリーです）の制御な
どのソフトウェアをいくつかの上場メーカー様から請負で
開発させて頂いています。
もう１つの柱にすべく、ここ数年、力を入れているのは、
中小企業様のオフィスの業務改善、ＩＴ導入のお手伝い
をさせて頂く事です。
皆さんのオフィスでの業務内容を把握し、最適なソフトウ
ェア導入の有り方を本気でお客様と一緒になって模索す
る。
そういったお仕事をしております。
大手ソフトウェア企業さんや、他の中小ソフトウェア企業さ
んとの大きな差は「従業員の質」です。
「従業員の質」は絶対に同業他社には負けない自信があ
ります。
皆、思いやりがある素晴らしいスタッフばかりで、社員一
人一人が「独立してもやっていけるような人財になろう」を
スローガンに活動しています。
このようなスタッフを多く抱えている事が「当社の最大の
強み」になっています。
何か、ソフトウェアのことでお困り、お悩みの事がございま
したら、お声掛けください。
■ 最後のお話です
今年の元日、家族４人で初詣出に行きました。
本殿前の人だかりをかき分け、お賽銭を投げ入れて、お
参りをし、その場を立ち去ろうと、横を向いた瞬間、「ズボ
ッ」と大きな音がしました。
一瞬、何が起こったのか？分からなかったのですが、
実は、後ろの方の人が投げたお賽銭（５円玉）が左耳に
挟まっていたのです。
家族は「今年は何か良いご縁があるんだろう」と大笑いし、
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その後、おみくじを引いたのですが、これが大吉。そこに
も「今年は良縁がある」との一文がありました。
この元日にあった「ご縁」に関する出来事は、この新大阪
ロータリークラブの皆さんとの出会いを暗示していたのだ
と思っています。
最後になりましたが、
入会して１か月半、暖かく受け入れてくださった皆さんに
は本当に感謝しております。
このご縁を大切にし、皆さんから学ばせて頂き、また、自
己研鑽を怠らず、新大阪ロータリークラブの更なる発展に
寄与できるよう、努めてまいります。
何卒、宜しくお願い致します。

の大きさでした。子供歌舞伎も同時に開催されるそうです。
途中土産物屋街があってフラフラ見ているとなんと１００
円で半纏を売っているのを松本（正）さんが発見。８枚を
買い込み夕食時に皆で着てビールを飲もうとなりました。
結局２か所しか見学できず￥１０００はギリギリ元をとった
こととなりました。夕食前に一日の汗を流そうと長浜ロイヤ
ルホテルの風呂に入り、私はサウナに２回、皆は露天風
呂とそれぞれ楽しみました。
さてお目当ての夕食ですが、長浜浪漫ビール館と決ま
り、１００円の半纏を着て写真も撮り、タンクから直注ぎの
ホップの苦みの効いたビールと郷土色豊かな料理に満
喫しました。
帰りは長浜から米原まで在来線、米原から新大阪は新
幹線と乗り継いで９時ごろ到着。次回は９月２３日長浜駅
集合と決め解散した。

長時間、ご清聴くださり、誠に有難うございました。

「琵琶湖一周歩こう会」報告
２０１５．８．９
田中 宏
８月９日朝８：４６こだま号で米原へ。米原駅で久富、村
木、北野、中川、松本（正）、松本（佳）、ジョン君、私の８
名が合流し、駅前で記念写真を撮って、一路湖岸沿いを
長浜めざし出発。湖岸の先に長浜の町が見えているのだ
が、なかなか着かない、それでも見えているだけに一歩
一歩近づいている実感がわいてきて勇気づけられる。
夏真っ盛りなので水上スキー、ジェットスキー、パラセイリ
ングを見ながら若さを分けて頂いた。途中さいかち浜で
写真を撮って、その近くの道の駅で休憩。かき氷がおい
しかった。長浜にやっと到着して早速お昼となり、ホワイト
餃子で有名な茶しんに決定。ロールパンのような硬めの
皮にやわらかなジューシーな中身が印象的でしたが、や
っぱり珉珉が一番と思います。そこで抹茶ソフトの割引券
を貰ったので、皆でワイガヤと頂いた後で出してくれた熱
いお茶がソフトの甘さを一段と引き立ててくれました。
たっぷりと液体燃料も仕込み、十分にチャージ完了と
なったのですが、さすがの暑さで今日は長浜市内見学と
し木之本を目指すのは次回としました。五か所見学ＯＫ
の￥１０００の回数券を買い、まずは長浜城ヘ登り長浜の
歴史と琵琶湖が一望できる天守で眺望を満喫しました。
次に曳山博物館を見学、４月１３～１６日に長浜曳山祭り
で出る本物の曳山の大きさに圧倒、岸和田のだんじり位
「世界へのプレゼントになろう」
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本日のメニュー
～和食～

次週のプログラム
９月１３日（日）に東淀川区民まつり
が開催されます。寄贈品のご協力を
お願いします。

第 1426 回例会／2015 年 9 月 2 日
◆国歌斉唱

「君が代」

◆唱

歌

「奉仕の理想」

◆卓

話
第２回クラブフォーラム
職業奉仕委員会
安井 一男 委員長
社会奉仕委員会
山路 高純 委員長

予定表

月

日
８

９

曜日

予定

時間他

第１４２５回 例会 ３世代クラブ合同例会「ガバナー公式訪問」

ホテルグランヴィア大阪

２８

金

２９

土

大阪整肢学院夏祭り 設営班１１時集合、設営班以外１３時集合

１７：００頃～打上 白木屋 中津駅前店

２

水

第１４２６回 例会 第２回クラブＦ 職業奉仕委員会・社会奉仕委員会

１３：３０～定例理事会

９

水

第１４２７回 例会 「交通安全教室」淀川警察署 小山 裕一様

１３：３０～第２回戦略計画委員会

１３

日

東淀川区民まつり「盲導犬育成バザー」１３：００～

東淀川区役所 設営は１０：３０～

２６日（水）の例会は２８日（金）に移動になります。場所も変更です。 理事：１１：２０集合、他会員１２：１０集合

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・http://b-cures.net/他

「世界へのプレゼントになろう」
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・（C）ikoi・Miho´s house 他
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風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

