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

① クラブ協議会（新旧合同）のご案内を本日お配

りしております。出欠のご返事を事務局まで

お願いいたします。 

② 「2009～10年度活動報告書」の締め切りが本日

になっております。事業が終わられました委

員会から随時ご提出をお願いいたします。 

③ 「新旧理事・役員・委員長懇親会」の出欠のご

返事を事務局までお願いいたします。 

④ 青少年交換来日学生アビのフェアウエルパー

ティーの出欠のご返事を事務局までお願いい

たします。 

⑤ 本日例会終了後「６月度定例理事会（新旧合）」

を開催いたします。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    

一昨日のＩＭ第６組新旧会長・幹事会には、重

里 ガバナー補佐にお世話になり、有難うござ

いました。         郡 悦清会長 

中村会長エレクト 

５月１８日結婚記念日に会長より家内の好きな

色彩の花を頂いて有り難うございます。 

 土井 憲一 

本日卓話当番、よろしくお願いします。 

 南川 和茂 

☆☆ 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 （2069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  バズセッション 

        「親睦活動について！」 

            親睦活動委員会 

 

   次週（６月１０日）のお知らせ次週（６月１０日）のお知らせ次週（６月１０日）のお知らせ次週（６月１０日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2070回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  上を向いて歩こう 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「ガバナーの意味について」 

  ＲＩ第2660地区 

  パストガバナー    若林 紀男 様 

        IM第6組ガバナー補佐  重里 國麿会員 

４）クラブ協議会（新旧合同）４）クラブ協議会（新旧合同）４）クラブ協議会（新旧合同）４）クラブ協議会（新旧合同）    

    ＪＵＮＥＪＵＮＥＪＵＮＥＪＵＮＥ    ３３３３    ２０１０２０１０２０１０２０１０    ＮＯ．２０６９ＮＯ．２０６９ＮＯ．２０６９ＮＯ．２０６９    

☆☆☆☆☆☆☆☆    ６月度のお誕生日６月度のお誕生日６月度のお誕生日６月度のお誕生日    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

    2日 溝手 悟     19日  保倉 賢造 

  ☆☆☆☆☆☆☆☆    ６月度の在籍表彰６月度の在籍表彰６月度の在籍表彰６月度の在籍表彰    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

  33ヵ年 坂本 一民  33ヵ年 宇野 稔 

  32ヵ年 髙松 貞彦  30ヵ年  衣斐 孝雄 

  23ヵ年 小寺 一矢  23ヵ年 貝塚 讓 

  22ヵ年 重里 國麿   7ヵ年 目幸 文範 

   7ヵ年 中島 康之   4ヵ年 濱本 宣仁 

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆ 

  福井 興  木村 忠夫  鍬田 充生 

  中野 格  安田 義治  （以上敬称略） 

＊＊＊＊＊＊＊＊    先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告    ＊＊＊＊＊＊＊＊    

☆☆☆☆☆☆☆☆    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。一昨日、ＩＭ第６組新旧会長・幹事会に出席

しました。重里ガバナー補佐に大変お世話にな

りました。さて、５月も本日で終り、残すところ

６月の一ヵ月となってまいりましたが、６月末

にはタイ国より８名の方がお越しになります。

最後まで気を抜かずに頑張ってまいりますの

で、よろしくご協力の程お願い申し上げます。 

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/ 
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本日の南川会員の卓話を期待して!! 中川 政照 

小寺先生、先日は大変お世話になりました。 

 森本 章裕 

平成平成平成平成22222222年年年年5555月月月月27272727日日日日        合計金合計金合計金合計金            33,00033,00033,00033,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    2,878,0002,878,0002,878,0002,878,000円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（5555 月月月月 27272727 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「高齢者のリスクとその管理」「高齢者のリスクとその管理」「高齢者のリスクとその管理」「高齢者のリスクとその管理」    

             南川 和茂会員 

私の友人連中も定年退職者が増え、日常生活

が激変している。リタイヤ後のセカンドライフ

は未知の世界で不安やリスクも大きい。 

心身の機能低下や健康状態についてのリスク

は一先ず置いて、日常生活・財産管理・高齢化の

先にある介護問題等について考えてみたい。 

高齢者の犯罪も増えているが、もちろん被害

者になる割合の方がはるかに高い。その理由は、

①一人暮らしの人が多く、寂しさに付け込まれ

る、②お金を持っている、③判断能力が衰えてい

る、④将来の生活に不安があり、健康食品や先物

取引等に引き込まれやすい等が挙げられる。 

これらの対策としては、周りの者が、①注意す

るよう気をつける、②高齢者を責めない、③消費

生活センターに相談する、④成年後見制度を利

用する等が考えられるが、一番よいのは、自分が

元気なうちに、死後の処理の委任も可能である

財産管理委任契約を締結したり、任意後見契約

を締結して十二分に準備しておくことが必要で

ある。さもなくば、法定後見のお世話にならざる

を得ない。 

このようにボケてからのリスクもあるが、一

番のリスクは借金大国の国が新しく資産税の創

設を計画していて、高齢者の資産を狙っている

ことである。 

★★★★    紳士の料理教室紳士の料理教室紳士の料理教室紳士の料理教室    ★★★★    

５月２７日に第１３回目の紳士の料理教室が

開かれました。参加者は当クラブからの１６名

です。今回のテーマは「和食の基本と寿司」で、

辻学園調理・製菓専門学校の講師 瀧重昭先生の

指導の下に、だしの取り方、これを使っての茶碗

蒸し・赤だし・天つゆ、そして、箱寿司（バッテ

ラ）・巻寿司・握り鮨、さらに、天麩羅・うざく

に挑戦し、本当においしく出来上がりました。 

会食の席では、日本酒の先生から、清酒につい

ての解説と芳醇なお酒の提供を受け、みな大満

足でした。バッテラと巻寿司は各自容器に入れ

て持ち帰り、奥様をはじめ、家族の方々に自慢を

して、大喜びされました。 

毎回のことながら、お世話下さる辻学園の先

生方・スタッ

フの皆様の

ご厚情とご

指導には感

謝の気持ち

で 一 杯 で

す。 

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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  １名 会員出席 49名(64名) 

外国ビジター １名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 15名 

５月27日の出席率 76.56％ 

４週間前（５月６日）の 

メークアップを含む出席率 91.94％ 

メークアップ実施会員     4名（欠席者9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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・帆立貝のチャウダー 

・ハンバーグステーキ、煮卵添え、デミグラス  

 ソース 

・フルーツ・ライス・コーヒー                       

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪    
６月第２例会のお知らせ６月第２例会のお知らせ６月第２例会のお知らせ６月第２例会のお知らせ    

日 時：６月２３日（水）19:15～20:45 

内  容：「会長及び各委員会から一年間の活動  

     報告・卒業式」（担当：理事会） 

場  所：錦城閣 

登録料： RC 8,000円 

登録先：幹事 安原 亜也子 

    tenmabashi@rid2660rac.org 

   ※お食事のご用意のため必ず事前にご登録   

   いただきますようお願い致します 

登録締切：６月２０日（日） 


