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大阪鶴見ロータリークラブテーマ「Together」

君が代・四つのテスト 里の秋

〈第1658回〉 2020年1月7日（火） 本年度第21回 1月21日（火）

担当：清水会員

職業奉仕月間

担当：谷会員

高齢者総合機能評価/フレイル/
ポリファーマシーとは？

職業奉仕について
講師：山崎会員

大阪鶴見ロータリークラブは、１９８４年７月１０
日、大阪城東ロータリークラブをスポンサークラブとし
て、２７名のチャーターメンバーで発足いたしました。
今も3名のチャーターメンバーが現役で活躍されており
ます。現在、31名の会員にて、毎週火曜日　太閤園に
て例会を行っております。
例会ではロータリーソングの合唱の後、当日の出席者
全員が握手をしてお互いの親睦を深めて、スタートする
という事を行っております。
では、この３５年間を振り返りますと、大阪鶴見ロー
タリークラブは、鶴見区民まつりへの参加、鶴見緑地周
辺道路の清掃奉仕活動、サツマイモプロジェクト・芋掘
り等、数々の奉仕活動を行って参りました。
そして、２０１４年からは、鶴見緑地公園（１９９０
年の花博会場）に「アーモンドの森を作ろう」プロジェ
クトを立ち上げ、現在50本のアーモンドの植樹を行っ
ております。
このアーモンドの樹は春には桜に似たピンク色の綺麗
な花が咲き、満開時には区民の憩いの場にもなっており

ౖᶋஉଢ଼கர୫ౖᶋஉଢ଼கர୫ ます。
また、サツマイモプロジェクト・芋掘りは地域の
親子さんと一緒にサツマイモの苗の植付から収穫へ
と大変人気の行事になっております。
また、国際交流基金を設立したり、留学生による
「日本語作文コンクール」を今日まで継続して行っ
ております。そして、２０１４年には、台北市華扶
輪社と姉妹クラブも締結し、相互交流、共通の奉仕
事業等も行っております。
　しかし乍ら、昨今は人口の減少、経済状況の変
化といった社会的現象の中、ロータリアンが
減ってきておりますが、会員増強に力を入れ、更
なる活動、奉仕を行って参りたいと考えておりま
す。
今、この３５年を振り返り、先輩諸氏のロータ
リーに対する熱意を引継ぎ、そして、時代の変化に
即応した対応をして、より一層発展させなくてはと
思っております。
どうか今までお世話になりました方々には恵心よ
りお礼申し上げますと共により一層のご指導ご鞭撻
を賜わりますようお願い申し上げます。



木 村 会 員 華朋RCの皆様おひさしぶりです。
世界大会には参加します。

田中（信）会員 武会長はじめ１１名のファーポンRCの皆
さんを大歓迎致します。

1月7日（火） 例会日
1月14日（火） 祝日週休会
1月21日（火） クラブフォーラム（職業奉仕部門）

1月28日（火） 新年夜例会/やまと

幹事報告 幹事：源 壽美子

￥8，０００.-　　　　累計　￥454，0００.-
    

35周年を迎えるにあたりまして
35周年実行委員長　山崎修一

必要な情報がぎりぎりまで判明しなかったりで、現場
で二転三転するなど当日までバタバタしましたが、終わ
りよければすべて良し。
会長・幹事、出席・親睦委員会、SAAほか、おかげさ
まで台湾からのご来客を含め参加者60名以上の皆さ
んにお楽しみ頂いたと思います。
事務局（旧事務局の樋口さんを含め）の尽力にも大
いに感謝いたします。
出席・親睦委員会委員長としては、お役目も山場を越
えてホッとしました。

次は1月28日の新年会、そして春の小旅行を行うかど
うか（やるとすれば半日コース？）、未だ方針が出てい
ませんが年度末のホタルを見る会・・・ですね。

先ずは出席・親睦委員会の親睦を深めつつ、打ち合
わせて行きましょう。
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次は1月28日の新年会、そして春の小旅行を行うかど
うか（やるとすれば半日コース？）、未だ方針が出てい
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台北市華朋扶輪社の皆様を多数お迎えいたしまし
て、大阪鶴見ロータリークラブの会員の皆様及びその
家族の皆様とともに、35周年のご報告をさせていただ
くことができますことを、たいそう喜ばしく光栄に存じ
ます。
私たち大阪鶴見ロータリークラブは、1984年7月10
日、大阪城東ロータリークラブを親クラブとして、27名
のチャーターメンバーのもと、太閤園を例会場として
発足いたしました。それからはや35年が経過いたしま
した。
35周年を迎えるにあたり、実行委員会といたしまし
ては、10周年、20周年、30周年ほどの大きな区切りで
はないこと、また、5年後に控えている40周年により大
きなエネルギーを蓄えておきたいとの思いから、記念
式典等は開催せず、記念事業のみに集中するという方
針で進めてまいりました。
そこで、今回、クリスマス家族会の前の例会におきま
して、式典に代わり、わずかの時間ではございますが、
ご報告をさせていただくことになりました。
その記念事業につきましては、こののちご紹介させ
ていただきますように、ロータリー財団から地区補助金
もいただき、「鶴見緑地にアーモンドの森を作ろう」プ
ロジェクトとして、本年2月17日にアーモンド50本の植
樹式を実施いたしました。
35年を振り返ってみますと、大阪鶴見ロータリーク
ラブは、国際交流基金を設立するなど国際奉仕に力を
入れ、また鶴見緑地を中心とした社会奉仕を実施する
という、二つの大きな特徴をもって、奉仕活動を積み重
ねて来た経緯があります。
このたび、31年目から35年目までの活動の記録はも
ちろん、特に鶴見緑地に関連した35年間の奉仕活動
の歴史を整理することも、たいへん意義深いことでは
ないかと考え、この点につきましても、この後ご報告さ
せていただきます。
35年間にわたり大阪鶴見ロータリークラブを支えて
いただきました皆さま、また本日お越しの台北市華朋
扶輪社の皆様にこの場をお借りして心より感謝申し上
げますとともに、今後ともよろしくご支援、ご指導を賜
りますようお願い申し上げます。

クリスマス家族会
台北市華朋RC来訪

担当：巽会員

委員長：秀島博規親睦委員会報告

津野、広瀬

菊井、小山、水口

小山、鳥居、大見

1/5 山崎、1/8 大草
各会員

誕生日

結婚記念日

事業所創立日

ホームクラブ10回連続賞

【28年】小山
【33年】中村

【22年】広瀬
【5年】大見、源

在籍年数

今月の表彰とお祝い



大阪鶴見ロータリークラブ周年事業と鶴見緑地との関わり
35周年実行副委員長　中村 浩一

12月17日【1657回】

会員数　 　 　 　 31名

（内出席規定免除 12名）

出席会員   19名中  14名

出席免除会員  12名中  10名

出 席 率 24/29  82.76%

ビジター　　　　 8名

ゲスト　　　　　 14名

出席総数　　　　 46名

前々回  12/3  Ｍ/Ｕ 2名

修正出席率 78.57%

35周年記念事業「鶴見緑地にアーモンドの森を作ろう」
プロジェクトのご説明

35周年実行副委員長　津野友邦

２０１９年２月１７日に花博記念公園鶴見緑地にて
「鶴見緑地にアーモンドの森を作ろう」プロジェクトの
植樹式が行われました。
このプロジェクトは大阪鶴見ロータリークラブの30
周年記念事業の一環としてスタートしました。当クラブ
ではアーモンドの森が子供達の成長とともに成長し、
鶴見緑地の名所となりそして大阪の名所となることを
願い、鶴見区の全ての幼稚園・保育園に記念プレート
を作っていただき、2014年2月に３０本の植樹を行いま
した。
その後毎年2月に5本ずつ植樹を続けて２０１８年２
月に50本目の植樹が行われました。そしてアーモンド
の森プロジェクトをさらに拡大する形でロータリー財
団地区補助金を申請し承認を得て、大阪鶴見ロータ
リークラブ35周年記念事業＆ロータリー財団地区補
助金事業として50本の植樹を行い、合計100本の植樹
を行うことが出来ました。
記念植樹式ではご来賓を代表し、大阪市鶴見区から
区長の河村浩一様、ロータリークラブから国際ロータ
リー２６６０地区パストガバナー・２０１８年-２０１９年
財団委員長の福家宏様にご挨拶をしていただきまし
た。
　来賓の皆様による鍬入れと水遣りの後、参加して
くれた多くの幼稚園・保育園の子供たちによる水遣り
が行われました。
鶴見区の茨田中学校の吹奏楽部の皆さんには随所
で素晴らしい演奏を披露していただき植樹式を大いに
盛り上げてくれました。また、子供たちに人気の鶴見区
のマスコットキャラクター「つるりっぷ」も登場し植樹
式に花を添えてくれました。
アーモンドの森のプロジェクトは、鶴見緑地パークセ
ンター、鶴見緑地公園事務所、鶴見区役所の皆様など
関係各所の皆様の周到なご準備の上に成り立っていま
す。大阪鶴見ロータリークラブは、関係各所の皆様方
のご尽力に深く感謝申し上げますとともに、「アーモン
ドの森」を鶴見緑地の名所そして大阪の名所として成
長していくように継続して見守っていきたいと考えてい
ます。

担当：水野会員

大阪鶴見ロータリークラブは１９８４年に創立され、
本年で３５周年を迎えました。当クラブ周年事業と鶴見
緑地との関わりについてお話しをさせて頂きます。
設立時には、大阪市に鶴見緑地PR用のビデオソフト
を寄贈致しました。
１９８７年は創立３周年事業として緑地世界の森に珍
しい「小鳥のマンション」を設置し地域の人達にバード
ウオチングを楽しんでもらおうと計画致しました。ひょう
たん、竹、杉を素材にして巣箱を作成設置しました。こ
の事業は朝日、毎日、読売、の３大紙に取り上げられ記
事が掲載されました。しかし残念ながらこの小鳥のマン
ションは１９９０年の花博開催の際に取り払われてしま
いました。
１９８９年の５周年には鶴見区に区花「はなみずき」
を贈呈し、この年より緑地で開催されている鶴見区民祭
りに参加をするようになりました。今日まで１度は台風
の為中止の年がありましたが、種々の企画で２９回参加
し、地域の皆さんとの交流を図っております。
周年ではありませんが、１９９０年には鶴見緑地公園
で「大阪花と緑の博覧会」が開催され当クラブは緑地公
園内の迎賓館で例会を行いました。そして全国のロータ
リークラブ協賛で西ゲート前に「シマサルスベリ」の木
を寄贈致しました。
１９９４年創立１０周年には「Birds Come Back」を
テーマに緑地内に実のなる木（エノキ，ムクノキ，モチノ
キ）等８本を寄贈し、それと共に緑地を訪れる野鳥の銘
板を作成し、山と池の２か所に設置しました。また区内
の中学生を対象に「花博記念公園PRコンテスト」を実施
し、４００点の作品が集り区民祭りと京阪モールで展示
公開を致しました。
２００４年の創立２０周年には緑地大池に鳥の休憩
できるフロートを寄贈し今でも鳥たちが休息をしていま
す。
２０１４年創立３０周年はメインテーマ「育もういのち
」に「鶴見の自然を育もう」をコンセプトとして　創立１
０周年に設置した野鳥の銘板をリニューアル設置しまし
た。そして鶴見区主催の「子供達の食育推進イベント」
のサツマイモプロジェクトに参加、６月の苗植えから、除
草、水やり、つる返し、１１月の収穫まで参加、協力をし
ております。当クラブはサツマイモの苗を提供しており
ます。このイベントは人気があり申し込み後、抽選により
４００～５００名が参加いたします。今年も１０月２６日
に収穫作業を行いました。
先程、津野副委員長から話がありましたアーモンドの
森作りも３０周年の大きな事業のひとつであり、１００本
の植樹をして本年で終了いたしました。将来鶴見区の名
所、大阪の名所となることを祈念したいと思います。
このように鶴見緑地とのかかわりは今後も続けていか
なければいけないと思います。

大阪鶴見ロータリークラブは１９８４年に創立され、
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