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

ＪＵＮＥ １０ ２０１０ ＮＯ．２０７０
ロータリー親睦 活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2070回）
２）ソング
上を向いて歩こう
３）卓 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 國麿会員紹介
４）クラブ協議会（新旧合同）

☆☆ ６月度の結婚記念日 ☆☆
西浦 司
山田 雅則

二宮 秀造

中島 豊彦
（以上敬称略）

次々週（６月２４日）のお知らせ
１）例 会 （2071回）
２）ソング
明日があるさ
３）卓 話 「会長挨拶」
郡 悦清会長
４）7
４）7月度定例理事会（新旧合同）

ては、何かとご不満の点多々おありかと存じま
すが、もう少しのご辛抱とご協力を宜しくお願
い致します。

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

①今年度の年度皆出席表彰ならびにホームクラ
ブ皆出席表彰を、最終例会において行います
が、最終例会までのメークアップ確認のため
に６月10日の例会までを対象と致します。６
月10日の例会を欠席される場合は、できるだ
けお早めにメークアップをお願い致します。
なお、次年度もメークアップを含めた皆出席
次年度もメークアップを含めた皆出席
者に対し年度皆出席表彰を行うこととなって
おります。対象となる例会は、今期最終例会、
すなわち６月24
すなわち６月24日の例会から始まります
24日の例会から始まりますの
日の例会から始まります
で、御留意下さいますようお願い致します。
②「クラブ協議会（新旧合同）」出欠のご返事な
らびに年次報告書のご提出がまだの方は早急
にお願いします。
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次々週６月17日（木）は定款により休会になり
ます。なお、事務局もお休みにさせていただき
ます。

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。ここのところ好天の熱い日が続いて居りま
す。梅雨前線も消えてしまった様で、今年の夏は
暑くなるのではないか、また水不足になるので
はないかと心配して居ります。お体には充分お
気を付け下さい。
さて、この様な好天の中、一昨日今期最後のゴ
ルフ会が、１８名の方々の参加を得て開催され、
超熟年の勝見会員と橋本会員が優勝・準優勝と
なられました。誠におめでとうございます。今後
若い方々の奮起を期待いたします。また、５月29
日に開催されました、青少年交換学生による「日
本語スピーチコンテスト」において、Ａｂｂｙ
Ｓｔａｙｓａさんが、見事準優勝されました。大
変喜ばしい事であると思って居ります。最後に
なりましたが、昨日鳩山首相が辞意を表明され
ましたが、残り1ヵ月、会員の皆様におかれまし

☆☆ 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

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

71名
52名(65名)
23名
13名

敬称を略す

誕生日自祝
保倉 賢造
ダイヤモンド婚、大切にいたします。豪華なお
華を有難うございました。
椹木 勇
３３ヵ年在籍表彰を自祝して
坂本 一民
在籍３３ヵ年を自祝して
宇野 稔
３２ヵ年皆出席自祝。
髙松 貞彦
在籍３０ヵ年を自祝して
衣斐 孝雄
在籍年数を祝して
重里 國麿
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
福井 興
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
安田 義治
本日担当委員会ですので卓話させて頂きます。
会員の皆様、バズセッションに御協力をお願い
致します。
山田 雅浩
一昨日、５～６年ぶりにゴルフ郡会長杯に参加
し、何とかラウンドでき喜んでいます。特に中
村会長エレクト、浅井会員にお世話になり有難
うございました。
保倉 賢造
紳士の料理教室楽しかったです。ありがとうご
ざいました。
中村 修
平成22
平成22年
22年6月3日

合計金

72,000円
72,000円

累計金 2,950,000円
2,950,000円

☆☆ 先週（6
先週（6 月 3 日）の卓話 ☆☆
「親睦活動について」
親睦活動委員会
山田雅浩親睦活動委員長から、親睦活動につ
いてのＲＩの見方などについて紹介があった
後、この日の出席会員が６テーブルに分かれて
バズセッションを行ない、当クラブの親睦活動
に関し、これまでの諸行事についての回顧と反
省、今後の諸行事の望ましいあり方などについ
て、それぞれ活発な意見交換を行いました。

）内は会員総数を基準とした値

6月3日の出席率
80.00％
４週間前（５月13日）の
メークアップを含む出席率 93.65％
メークアップ実施会員
6名（欠席者10名)

★ Ａｂｂｙ Ｓｔａｙｓａ 頑張る ★

平成２２年５月２９日大阪国際交流センター
において、関係者約６０名の参加者を得て、２６
６０地区青少年交換委員会 ROTEX主催の「日本語
スピーチコンテスト」が開催されました。
今年度来日生の６名が発表し、当クラブがホ
ストを務めるAbby Staysa さんは見事準優勝い
たしました。
（審査基準は：声の大きさ、流暢さ、感動した
度、面白かった度、大阪人度の各１０点満点）
Ａｂｂｙは、声も大きく、流暢になった日本語
で、特に日本食と自分の健康課題をテーマに、
ユーモアを交えて発表しました。
当日は、箕面高校・濱田先生、ホストファミ
リー・駒谷さん、次年度派遣生・山村芹菜さんも
応援に駆けつけてくれました。
青少年交換委員会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
松花堂弁当

上上上上をををを向向向向 いて歩歩歩歩 こう

作詞 永 六輔
作曲 中村 八大

上を向 いて歩 こう
涙が こぼ れな いよう に
思 い出す春 の日 一人ぽ っち の夜

上を向 いて歩 こう
にじんだ星を かぞえ て
思 い出す夏 の日 一人ぽ っち の夜

幸 せは雲 の上 に
幸 せは空 の上 に

上を向 いて歩 こう
涙が こぼ れな いよう に
泣きながら歩 く 一人ぽ っち の夜

思 い出す秋 の日 一人ぽ っち の夜

悲 しみは星 のかげ に
悲 しみは月 のかげ に

上を向 いて歩 こう
涙が こぼ れな いよう に
泣きながら歩 く 一人ぽ っち の夜

一人ぽ っち の夜
一人ぽ っち の夜

