OSAKA-TEMMABASHI
ROTARY Club Weekly Bulletin
第2 6 6 0地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日
事務局 〒530530-0001 大阪市北区梅田1
大阪市北区梅田1丁目9
丁目9番20号
20号 大阪マルビル第一ホテル
大阪マルビル第一ホテル
例 会 毎週木曜日 12時
12時30分
30分 ヒルトン大阪
ヒルトン大阪４
大阪４F
会 長 郡 悦清
幹 事 梅本知秀
広報委員長 岡本 健

20092009-2010年度
2010年度 国際ロータリーのテーマ

電話(06)6345-1115(直通) 電話(06)6341-4411(ホテル) FAX(06)6344-8222 E-mail:temma-rc@lapis.plala.or.jp http://www10.plala.or.jp/temma-rc/

＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＯＣＴＯＢＥＲ ２９ ２００９ ＮＯ．２０４１
職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

（2041回）
紅葉

３）卓 話 ｢日本の地震保険」
荒木 幾夫会員
４）11
４）11月度定例理事会
11月度定例理事会
５）ロータリー財団100
５）ロータリー財団100万ドルミール実施
100万ドルミール実施

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
ご来訪のビジターの皆様ようこそお越し下さ
いました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。会
員の皆様多数のご出席ありがとうございます。
また、先週は「職業奉仕賞授与式」に際し、ご協
力頂きましてありがとうございました。
昨日大手前ロータリークラブの関会長・岡本
幹事・辻村社会奉仕委員長とご一緒に京阪電鉄
に行ってまいりました。３クラブ合同の社会奉
仕事業として、新型インフルエンザ対策の一つ
としてマスクを配布することになり、京阪電鉄
様にご協力頂き、京橋・天満橋・淀屋橋各駅周辺
で配布場所等のご許可を頂いてまいりました。
実施日は11月19日（木）です。その節は皆様方の
ご協力の程よろしくお願い致します。
さて、本日の卓話は赤松会員ご紹介の中村鋭
一様です。民主党による新政権の発足。真弓新監
督になり今シーズンは残念ながらＢクラスに転
落した阪神球団。どちらも我々国民また関西人
にとりまして大変興味深いところであります。
どうぞお聞き洩らしのなき様、ご静聴の程よろ
しくお願い致します。
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次週（１１月５日）のお知らせ
１）例 会 （2042回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 ロータリー財団月間記念卓話
｢財団月間に因んで」
地区財団奨学金・学友委員会
委員長 山下 勝弘 様
ロータリー財団委員会
５）創立42
５）創立42周年記念写真撮影
42周年記念写真撮影

最後になりましたが、本日指名委員会が開催
され、
クラブ細則第１条第１節
（２）
に基づき2010
～2011年度の理事・役員９名の候補者の指名が行
なわれました。
次々年度会長候補者は二宮秀造会員、次年度
の候補者は、副会長候補者：山本喬一会員、幹事
候補者：山村朋史会員、会計候補者：谷本圭二
会員、理事候補者：福原哲晃会員・大矢平治会
員・岡本健会員・髙田肇会員・高良尚志会員です。
なお、立候補される会員ならびにご推薦され
る会員の方がおられましたら、11月19日までにお
申し出下さい。なお、本年度のクラブ年次総会
（次年度理事・役員選挙）は12月3日の例会後にす
る予定です。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「第3回クラブ活性化協議会」のご案内を本日
お配りしております。関係各位宜しくお願い
致します。
②№1・2・4テーブル情報集会ならびに№5・7テー
ブル情報集会のご案内を本日お配りしており
ます。多数のご参加をお願いします。なお、
№3・6・8テーブル情報集会のご返事がまだの
方は事務局までお願いします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

３名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

74名
48名(65名)
23名
17名

③次々週例会終了後「11月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させていただいてお
りますので関係各位宜しくお願いします。
④次週10月22日（木）は定款により休会させてい
ただきます。なお、事務局もお休みにさせてい
ただきます。
⑤11月5日例会終了後６F「写真室」にて創立42周
年記念写真撮影を行いますので宜しくお願い
します。なお、この時に絆ネクタイをお渡しし
ます。
「☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
椹木 勇
結婚記念日自祝 キレイなお花ありがとうござ
いました。
安田 義治
結婚記念日自祝
髙田 肇
結婚記念日にお花をいただきましてありがとう
ございました。
北村 修久
この２週間の郡会長のご尽力に敬意を表して。
中村 健輔
二宮会員の男気に感謝感激！
石田 道夫
元米山奨学生のファーティ君が関大ロースクー
ルに合格しました（ヤレヤレ）。 福原 哲晃
石田パスト会長、先週はワインをごちそうさま
でした。
中村 健輔
昨日５人目の孫を授かりました。 福原 哲晃
閉鎖中の誘導路に誤って進入、関係各位に多大
なご迷惑をおかけ致しましたことに対し、衷心
よりお詫び申し上げます。一方、山村さん、荒
木さんにはご高配を頂き、大変感謝致しており
ます。
髙松 貞彦
赤松さん、だんご茶会お世話になりました。
溝手 悟

平成21
平成21年
21年10月
10月15日
15日

合計金

57,000円
57,000円

累計金

965,250円
965,250円

☆☆ 先週（10
先週（10月
10月15日）の卓話
15日）の卓話 ☆☆
「政局の行方と阪神の行方」
中村 鋭一 様
赤松 照夫 会員紹介
８月３０日投票の衆議院総選挙で民主党が圧
勝した。勝った民主党は「政権交代」を合言葉に
戦ったが、その言葉通りになった。これは「交代」
というより、むしろ「政変」～「革命」というべ
き変化である。１９５５年以来、というより、戦
后６５年のほとんどの間政権を握り続けた保守
政党「自由民主党」が崩壊した。正にポーの「アッ
シャー家の崩壊」を眼前にする思いである。この
現実の意味するところと今後の展開について、
そして、民主党の掲げた「マニフェスト」実現の
可能性と自由民主党再生の可能性についてお話
ししたい。
次に「阪神タイガース」についてお話しした
い。今年は、優勝はおろか、３位につけてのプ
レーオフの可能性も消えてしまった。この阪神
の来季について語りたい。そして、満場の阪神
ファンと共に「六甲おろし」を歌ってスピーチを
終わりたいと思います。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・中華丼、ザーサイ添え
・野菜と卵のスープ
・コーヒー

紅紅紅紅
葉葉葉葉

作詞 高 野 辰之
作曲 岡野 貞 一

一、秋 の夕 日に
照 る山紅葉
こ いもうす いも
かずあ るな かに
松を いろどる
かえ でや つた は
山 のふもと の
すそもよう

日 時：１１月４日（水）19:15～20:45
内 容：
「世界情勢について５択クイズで勉強
する」（担当：国際奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 安原 亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：１１月２日（月）

10月15日の出席率
73.85％
４週間前（9月24日）の
メークアップを含む出席率 83.33％
メークアップ実施会員
4名（欠席者15名)

二、 谷 の流 れ に
散 り浮く紅葉
波 にゆられ て
はなれ てよ って
赤や黄 いろ の
色さまざ まに
水 の上 にも
織 る錦

♪大阪天満
大阪天満橋ローターアクトクラブ ♪
１１月第１例会のお知らせ

）内は会員総数を基準とした値

