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例会場
例会日
役 員

4

つのテスト

●真実かどうか

第1456回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

●みんなのためになるかどうか

◦バンコク国際大会の様子一部がウェブキャ
ストによるライブ中継でご覧になれます。
日時 5月8日㈫ 日本時間午前11時15分〜
バンコク国際大会の第3回本会議

平成24年5月14日

卓話「被災地児童・生徒の供する移動バスの提供事業」
家村パスト会長
木田社会奉仕委員長
榎原雑誌広報委員長

リンク先

http://rotary2012ja.sessionupload.com

◦先月全員に配布させていただきました「ロー
タリーの心と実践2012年版」の訂正があり
ます。訂正箇所の回覧をしております。ご確
認下さい。
◦４月14日に行われましたインターシティ
ミーティング参加のお礼が茨木東ロータ
リークラブから届いております。
◦本日理事会です。例会終了後、別室の方へご
移動お願いします。

「新スタジアム建設にむけて」
株式会社ガンバ大阪
副社長 野呂 輝久 様
本間 智美 様
土井裕美子 様
今週の歌「我等の生業」

「ロータリーの理念と精神の追求」

ゲ

先週内容
会長挨拶
阪本会長
◦4/22〜23、岩手県岩泉町での贈呈式に行っ
てきました。詳しい報告は後程ありますが、当
日は当町の副町長、教育長、次長、関係者の
方々など、多くの出席がありました。感謝状を
頂きました。又、大歓迎を受けました。ご参加
頂いた方ご苦労様でした。盛岡西RC、東京山
の手RC、
（台湾台北西区RC）。
◦今日は連休明け。会員の皆様はいかがお過ご
しでしたか。日程の調整で9連休の企業もあっ
たとか。本来楽しいはずのゴールデンウイーク、
バスの事故、未成年者運転による死傷事故、
竜巻事故等、残念で、憤りさえ感じます。
◦５/３、春のライラに参加してきました。ビケ
ンテクノ秋田、山口両氏が参加してくれました。

ス

ト

株式会社 公益社
センター長
関西エンバーミングセンター
〃
〃

出席報告

西村委員
守屋

貴様

上野 正和 様
緒方 和人 様
𠮷田委員長

●会 員 数 49名 ●来
客
3名
●出席会員数 45名 ●本日の出席率 95.74％
●4月9日の出席率（メーキャップを含む） 100％

誕生御祝−５月

幹事報告

紙谷幹事
◦ロータリーの友5月号をお配り致します。
P25に第2660地区、岡部ガバナーが掲載さ
れていますのでご覧下さい。

次週 第1457回 例会予告

結婚御祝−５月
昭和 38 年
昭和 39 年
平成 1 年
昭和 35 年

平成24年5月21日

卓話 「新会員 私の職業について」 矢倉会員
Weekly No. 1456は宮川委員が担当しました。
Weekly No. 1457は榎原委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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月3 日
月6 日
月14 日
月18 日

小川会員ご夫妻
新井会員ご夫妻
伊藤会員ご夫妻
澤井会員ご夫妻
以上4組

青少年委員会

ニコニコ箱

髙木委員長

勝副SAA

◆阪本会長
岩手、岩泉町の贈呈式に出席頂いた皆
様、ありがとうございました。
◆家村会員
先 月4月22日・23日、バスの 贈 呈 式 に
出席してきました。会長はじめ幹事、木
田さん、榎原さん、橋本君、ほんとうにご
くろうさまでした。
◆西村会員
新緑の季節になりましたので。
◆榎原会員
ゴルフコンペ、ハンディに助けられ、3位
いただきました。
◆木田会員
5月1日、クリーンデーを欠席してしまい
ました。すみません。
◆本田会員
公益社の皆様、本日の卓話よろしくお願
いします。
◆郷上会員
長々とごぶさたしています。
──────────────────
本日のニコニコ箱
21,000円
累計のニコニコ箱
1,136,000円

2012年ロータリー青少年育成プログラム報告
テーマ「引き出そう人間力、日本の将来は君たちに手で」
〜指導者の条件とは〜
日時 2012年5月3日（木・祝）〜（土・祝）
主催 国際ロータリー第2660地区
国際ロータリー第2660地区青少年活動委員会
ホスト 箕面ロータリークラブ
阪本会長、紙谷幹事、髙木の3人で開会式及
び講演会に出席しました。7名のチームライラと
共に、ライラ44名参加。当クラブでは、ビケンテ
クノの秋田さん、山口さんが参加されました。
（基調講演者名）
◦アテネ・北京オリンピック全日本女子バレー
ボールチーム監督 柳本 晶一 様
◦箕面市長 倉田 哲郎 様
◦家事塾主宰・消費行動研究家 辰己 渚 様
柳本晶一様の講演には私達3名も参加致しま
した。自らの経験を熱く語られ、若者にとっても
有意義な時間を過ごせたと思います。内容につ
いて一部ご紹介します。
⒈目標を明確に持ち、又、経験して高く持ち続
ける。うまくいかなくなると、どうしても目の前
の小さな目標に変えてしまいがちである。
⒉目に見えるミスよりも目に見えないミスを意識
する事（危機管理）
⒊信頼しても信用してはいけない。
⒋人生に壁は必ずできるが、目標に向って行動
していれば、その壁がドアに変わる瞬間があ
る。ドアを開ければよい。この繰り返しである。
⒌人を変えようと思う前に自分を変えよ。

卓
話
「エンバーミング
（遺体衛生保全）
について」
公益社 関西エンバーミングセンター
センター長 宇屋 貴 様
本田会員ゲスト

30年の間、バレーボールチームの監督をして
来られ、
「負け勝ちのくり返し」と言い切られ、
テーマにふさわしい講演でした。

社会奉仕委員会

木田委員長

2つの報告があります。
5月1日のクリーンデーが、江坂企業協議会主
催で行われました。参加者は、瀧川パスト会長・
紙谷幹事・橋本（徹）会員・阿部会員・澁谷会員・
岡会員・元田会員・髙木会員の8名でした。ご
苦労様でした。次回は6月1日に当クラブ主催で
行います。御参加願います。
もう一点は、会長のお話にありましたが、４月
22日〜23日において、東日本大震災の被災地
支援事業として、
「被災地児童、生徒の供する移
動バスの提供事業」により移動バス寄贈式に
いって参りました。参加者は、阪本会長、紙谷幹
事、家村パスト会長、橋本（芳）会員・榎原会員・
木田の６人でした。詳細は来週の卓話の時間を
勝会員にお願いしまして、いただきましたので、
その時に発表させていただきます。
河邊副委員長、餞別をありがとうございまし
た。有意義に使わせていただきました。

次年度幹事報告

阿部次年度幹事
◦5月21日例会終了後、クラブ協議会を行いま
す。次年度理事、委員さんご参加宜しくお願
い致します。
◦6月4日、次年度理事会を開催致します。
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「あなたは、どのように死にたいですか。」
冒頭から、本当に不躾な質問で申し訳ござい
ません。長期間入院の末に…でしょうか。病院に
運ばれて1〜2日後に…でしょうか。自宅で夜眠っ
たまま…でしょうか。ピンピンコロリ…でしょうか。
比較的多いこのような死の場面において、ご遺
体の状況はどのようなものなのでしょうか。実は、
どう亡くなっても、
「きれい」な状態で亡くなる、
つまりお葬式の日まで完璧にきれいに保てる状
態のご遺体というのはほとんどありません。
だからこそ、故人とのよりよいお別れのために、
ご遺体に防腐・殺菌処置を施し、生前の姿に近
づける技術であるエンバーミングの需要が増大
しています。医学的知識も学んでいる資格者（エ
ンバーマー）により、適切なエンバーミングが行
われますので、ご遺族も安心です。株式会社公
益社では、きちんとお葬式をされる方の60％以
上がエンバーミングを希望されます。結果、悲嘆
の軽減（グリーフケア）に役立っているといわれ
ています。

