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本日の例会

次回６月９日の予告

RC ソング「君が代」「奉仕の理想」

５月２６日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２４名

　出席免除者４名( 出席 2 名) 　本日の欠席者　　３名

　出席率 88. 89％　　　4 月 28 日の修正出席率 96.4 3％

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 四つのテスト」　
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．好意と友情を深めるか　

４．みんなのためになるかどうか

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

会長の時間 小　寺　会長

【インフォメーション／親睦活動委員会】

　　　　　　　「堺東ロータリーの詩」ＲＣソング

クラブ協議会 (委員会活動報告）

●地区からネパール地震義援金協賛のお願いが

届きました。募金箱を廻しますのでご協力を宜

しくお願い申し上げます。

急啓 皆様すでにご承知の通りネパールの大

地震の発生に伴い、多くの方が被災されま

した。お亡くなりになられた方々の御冥福

を心よりお祈りするとともに、被災者の皆

様に心からお見舞い申し上げます。

当地区では、かねてよりネパールのカトマ

ンズロータリークラブと交流の深い、橋本

ロータリークラブを通じまして、直接的な

支援をと考えております。

そこで、当地区では、被災者の皆様への援

助と被災地の復興の一助としていただくた

め、「ネパール地震義援金」の受付を行うこ

ととしましたので、お知らせ申し上げます。
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委員長報告

高　松　幹事幹事報告

にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／次年度の役員様、本日のクラブ協議会

　　宜しくお願いします。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／本日の「次年度のためのクラブ

　　協議会」ご協力宜しくお願い致します。

中村副会長／吉澤年度 次期クラブ協議会ご苦労

　　様です。

高松幹事／次年度のためのクラブ協議会が成功

　　しますように。

橋本会員／阪上会員、お土産有難う。

　　次年度クラブ協議会を祝して。

市平会員／中村会員さんに大変お世話になって

　　おります。

上松瀬会員／次年度のためのクラブ協議会、各

　　委員長様、ご苦労様です。

北野会員／次年度クラブ協議会を祝し。

　　阪上会員さん、お土産有難うございました。

三重野会員／次年度のクラブ協議会、宜しくお

　　願いします。

咲山会員／有意義なクラブ協議会にしましょう。

　　阪上会員、お土産有難うございます。

佐竹会員／次期社会奉仕委員長になります。宜

　　しくお願いします。

　　阪上会員、ピスタチオ有難うございました。

高橋会員／次年度役員様、今後も宜しくお願い

　　します。自分自身も頑張っていきたいと思

　　います。

寺山会員／次期クラブ協議会、委員長の皆さん、

　　ご苦労様です。

　　阪上様、お土産有難うございます。

皆様よりお寄せいただいた義援金は、2640

地区橋本ロータリークラブを通じて、被災

者の皆様にお届け致します。下記の要領に

て、何卒ご協力くださいますよう宜しくお

願い申し上げます。　　　　　　　　緊迫

１. 募金目安／お一人1,000 円（金額に決

　まりはございませんお気持ちでお願い致

　します。）　

２．募集期間／2015 年 5月21 日～6 月11 日

３．協賛先／ネパール・カトマンズRC を中

　核として被災者へ

■社会奉仕委員会／今　野　委員長■

 街頭犯罪防止キャンペーン参加のお礼

　5 月 21 日(木）から5 月 30 日までの10 日間

「春の地域安全運動」が展開されています。

昨日午後4 時から北堺警察署前に於いて、自転

車で通行中の皆様に、ひったくり防止カバーの

取り付けを実施し、防犯意識の向上を図ること

が出来ました。

多数の皆様に参加して頂き感謝します。

参加者：小寺会長、中村副会長、高松幹事、吉

村・沼田・咲山・市平・中野・藤田・阪上・宮

園・戸松、同夫人・今野各会員。

●次週例会終了後、定例理事会を開催します。

●委員会活動報告の提出期限が本日までになっ
 累計　1,659,000  円

ています。未提出の委員長は早急にご提出をお

願いします。

●例会変更

堺北RC ／5 月29 日(金）→同日12：30 ～南海

　グリル「ポピア」にて。

堺泉ヶ丘RC ／ 6 月 9 日(火）→定款第6 条第 1　

　節の規定により休会。6 月 30 日(火）→6 月　

　28 日(日）泉ヶ丘駅前 噴水広場にて。

堺清陵RC ／ 6 月11 日(木）→同日18：30 ～　

　木曽路 宿院店にて。6 月 25 日(木）→同日　

　18：00 ～ホテル第一堺1F ビアパーティー。
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次年度のための

クラブ協議会

ハイライトよねやま 182号　(5月13日発行）

ネパール大地震について

　4 月 25 日にネパールで大地震が発生し、甚大

な被害が出ていることに心よりお見舞い申し上

げます。

米山記念奨学会では、これまでに支援したネパー

ル出身の奨学生・学友211 人のうち、メールア

ドレスをもつ185 人にお見舞いメールを出しま

した。現在、安否確認ができた学友は70 人ほど

で、「実家の自宅が全壊した」「母が亡くなった」

「自宅がなくなり、避難所にいる」などの返信が

届いています。

　ネパール出身の学友を中心に、個人や学友会、

ロータリー地区単位での支援活動も広がりつつ

あります。米山学友のジギャン・クマル・タパ

さんとエソダ・バスネットさんご夫妻は、地震

発生直後から在日ネパール人たちと協力し、

まずは必要なところへ緊急支援をしたいと奔走

中です。日本ネパール協会理事をつとめるタパ

さんは、5 月 7 日から寝袋や女性用品、軍手、

マスクなど緊急物資をネパールに運び、被害の

大きい村々をまわりながら、瓦礫撤去のボラ

ンティア、信頼できる現地団体への支援を行い

つつ、現地情報を収集しています。

ネパール出身の米山学友ビカス・ラムサルさん

は、足利工業大学で仲間とともに日々募金を呼

び掛けています。

　米山学友が中心となって設立した東京米山友

愛RC でも、ネパール支援のための義援金を広く

呼びかけています。今年度クラブ会長のギリ・

ラムさんはネパール出身で、現地との連携チー

ムを作り、山間部で支援の手が届かないエリア

を中心に支援していきたいとのことです。

　当会も義援金窓口を設置しています（詳細は

ＨＰをご覧ください）。6 月 22 日着金分までを
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がれき撤去をするタ

パさん（右から4番

目、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸより）

自宅が半壊

したプレム

さん（PHD

協会坂西事

務局長ﾌｪｲｽ

ﾌﾞｯｸより）

仲間と日々寄付を呼び掛

けるビカス・ラムサルさ

ん（中央帽子の男性）

第1 弾としてネパール米山学友会へ送金します。

同学友会では現在、スレス会長を中心に水の確

保や小学校再建など使途を検討中です。決定次

第ご報告いたします。

2015 年度帰国学友歓迎会を開催

　　　　　　　　　　　 ―韓国米山学友会―

　韓国米山学友会主催の帰国学友歓迎会が 4 月

25 日、ソウル市内で開催されました。今年度は

6 人の帰国学友が参加し、学友会メンバー19 人

から温かい歓迎を受けました。3 月に奨学期間

を終えたばかりの元賢喜さん（2014-15 ／東京

田園調布RC）は当日、釜山から参加。帰国学友

の仲間や先輩学友たちとの出会いと交流を楽し

みました。「このように歓迎の場を設けてくだ

さった先輩たちに感謝します。日本では苦労も

たくさんありましたが、米山奨学生として毎月

例会に参加し、ロータリアンと交流したのは何

よりの思い出で、世話クラブの皆さんとは帰国

後も連絡を取り合っています。6 月からソウル

勤務になるので、韓国学友会の会員として積極

的に活動したいと思います」と感想を寄せてく

れました。同学友会の全炳台会長は「この場で

新しく理事として奉仕を申し出てくれた学友も

いて、大変うれしかった。今後もこのような

機会を設けて、積極的に協力してくれる学友を

少しずつ増やしていきたい」と、手応えを語り

ました。

近隣クラブ例会変更

6 月 9日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 11 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

6 月 18 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 25 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

6 月 28 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

寄付金速報

　　 ―残り2 カ月をよろしくお願いします ―

　4 月までの寄付金累計は前年同期と比べ 5.6％

増、約6,600 万円の増加です。普通寄付金が

2.4％増、特別寄付金が7.2％増となりました。

今月は法人からの大口寄付や先月以上に多くの

創立記念寄付などをいただいたことで、寄付累

計額は4 月も好調のまま推移しています。

ご協力くださいました皆様に厚く御礼申し上げ

ます。今年度も残すところ2 カ月弱となりまし

た。普通寄付金をまだお送りいただいていない

クラブがありましたら、お早目にご送金くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。


