
☆☆☆☆☆☆☆☆    幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

① 地区より冊子「ロータリーの心と実践」が届き

ましたので本日お配りしています。 

② 「第7回川柳大会のお知らせ」を本日お配りし

ています。多数の投稿をお願いいたします。 

③ 「新年度ロースターの原稿」を本日お配りし

ています。ご確認済みの方は事務局までご提

出お願いいたします。なお、ご訂正のない場合

でも、ＯＫとご記入のうえ必ずご提出をお願い

いたします。 

④ 春の家族会の出欠のご返事を事務局までお願

いいたします。 

⑤ 次週例会終了後10Ｆ「平安の間」にて４月度定

例理事会が開催されます。本日案内していま

すので関係各位よろしくお願いいたします。 

        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆    敬称を略す敬称を略す敬称を略す敬称を略す    

本日 卓話者 桂 吉坊君をよろしくお願いいたし

ます。 木村 忠夫 

本日は３２回目の結婚記念日 この愛を永久(とわ)

に！ 石田 道夫 

結婚記念日自祝 鍬田 充生 

結婚記念日自祝 川本 浩 

結婚記念日のお花ありがとうございました。

 荒木 幾夫 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2060回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング それでこそロータリー 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話    「助かる命を助けるために」 

      あなたはＡＥＤを使えますか？ 

 大阪市中央消防署 署 長   藤 嶋  誠 様 

          消防司令  本田 義博 様    

          消防司令補 吉川 幸弥 様 

          消防士長  山川 真澄 様  

              職業奉仕委員会 

４）４）４）４）4444月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会    

   次週（４月１日）のお知らせ次週（４月１日）のお知らせ次週（４月１日）のお知らせ次週（４月１日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2061回）    

２）国旗およびロータリー旗に礼２）国旗およびロータリー旗に礼２）国旗およびロータリー旗に礼２）国旗およびロータリー旗に礼    

３）ソング３）ソング３）ソング３）ソング  君が代・奉仕の理想 

４）卓４）卓４）卓４）卓    話話話話    「ロータリー雑誌月間に因んで」 

    ロータリーの友地区委員 露口佳彦 様 

               広報委員会 
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☆☆☆☆☆☆☆☆    会 長 報 告会 長 報 告会 長 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、本日は青少年交換学生のアビちゃんの

ご家族の方もお越しでございます。アビちゃん

が学んでいる大阪を、是非ご家族で楽しんで頂

きたいと思います。 

さて、先週の土・日の両日に渡りまして、クラ

ブ活性化協議会の一泊研修並びに意見交換会が

開かれました。坂本一民協議会議長はじめ中村 

健輔副議長・山田雅浩事務局長以下16名の会員の

方々のご参加を得まして、大変有意義な研修・意

見交換が出来たと思って居ります。お世話下さ

いました皆様に深く感謝申し上げます。今期も

残りわずかとなってまいりましたが、頂きまし

たご意見を参考にさせていただき、クラブ運営

に反映させてまいりたいと思います。同時に、次

年度に良い形で引き継いでまいりたいと思って

居ります。 
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先週末の活性化協議会、坂本議長・山田事務局

長にお世話になり有難う御座居ました。 

 中村 健輔 

情報集会 御世話になりました。 勝見 哲朗 

ダライ・ラマ亡命51周年式典に出席させて頂き、

大喜びをして頂きました。感謝！ 浅川 正英 
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                                    累計金累計金累計金累計金 \ \ \ \2,384,0002,384,0002,384,0002,384,000円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（3333 月月月月 18181818 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆        

木村忠夫会員の紹介で、桂桂桂桂    吉坊師匠の落語吉坊師匠の落語吉坊師匠の落語吉坊師匠の落語

を楽しみました。 

木村会員の紹介の弁を掲載いたします。 

エー本日は私の卓話の時間ですが、代わりに

若手落語家・桂 吉坊君が一席相務めます。 

彼は、親父が大阪産業大学で経済学を講じる

教授で、夫婦揃って口数の少ない静かな家庭に

育っています。地元の高校を卒業後、桂 吉朝に

弟子入りをし、米朝師匠の下で三年間の住み込

み修業を経て今日に至っており、将来を嘱望さ

れている注目株です。 

「高座の話と申しますと小咄が多いのです

が、」との口上で「お初天神」が始まりました。 

主人公の子供＝少々コマシャクレの虎ヤン

と、何か言うと自慢の羽織を着る、元気でお人よ

しの親父とのやりとりで話は進みます。 

天神さんの屋台風景が面白おかしく描かれま

す。次々と舐めては選ぶ飴玉、仕舞いには店の親

父に怒鳴られる始末。蜜のタップリかかった 

大きなみたらし団子。お馴染みの屋台風景です。 

話はここまで。後は聞いてのお楽しみとお願

いいたします。 

★★★★クラブ活性化協議会宿泊意見交換会★クラブ活性化協議会宿泊意見交換会★クラブ活性化協議会宿泊意見交換会★クラブ活性化協議会宿泊意見交換会★    

 大阪天満橋ロータリークラブとしては約１０

年ぶりとなる１泊での上記意見交換会が、３月１

３日(土）～１４日（日）ホテル京阪ユニバーサル

タワーで開催されました。 

 １８時から１時間余り、坂本クラブ活性化協議

会議長を中心として、クラブ活性化に向けての研

修、会員委員会からの会員増強・退会防止に関す

る提案を含め、参加者からも活発な発言がなされ

ました。 

 その後懇親会に入り、引き続き活発な議論が交

されました。 

 当クラブの歴史・クラブ運営の変遷なども話題

となり、改めてロータリーの原点が確認できる有

意義な意見交換会でありました。 

 翌朝朝食後解散となりましたが、山田雅浩会員

には会場設営を含め大変お世話になりました。 

[出席者] 

坂本議長、郡会長、石田直前会長、松宮直前副会長、

高良直前幹事、髙松会員、安田会員、大矢会員、

山本会員、三谷会員、山村会員、山田雅浩会員、

岡本会員、西村会員、中野会員、中村（文責） 

計１６名 

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告 ☆☆☆☆☆☆☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 72名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 48名(64名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ２名 会員欠席 16名 

3月18日の出席率 75.00％ 

４週間前（2月25日）の 

メークアップを含む出席率 92.19％ 

メークアップ実施会員     6名（欠席者11名) 

☆☆☆☆☆☆☆☆    本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・スイスバーリースープ 

・シャリアピンステーキ 

 ガーリックとオニオン風味のローストジューと 

 ブーランジェールポテト 

・フルーツ ・ブレッド ・コーヒー           


