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＜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

ＪＵＬＹ ２ ２００９ ＮＯ．２０２７
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2027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
「会長・副会長・
幹事・理事就任挨拶」
郡 悦清会長ほか

『会長就任に際して』
会 長 郡 悦清
この度、計らずも41年の歴史と伝統ある大阪天
満橋ロータリークラブの会長に再度ご推薦を賜
り、厚顔無恥・浅学非才を顧みず就任させて頂く
ことになりました。
志を同じくする会員諸兄の友情とご指導ご協
力を賜りながら、本年度この重責を全う致す所存
であります。何卒よろしくお願い申し上げます。
2009～2010年度の国際ロータリーのテーマは
「The Future of Rotary is in your hands」（ロー
タリーの未来はあなたの手の中に）です。
本年度RI会長は、
「ロータリアン一人ひとりは、
いわば過去を未来へとつなぐ鎖の輪のような存
在で、個々の輪が強くなくてはなりません。ロー
タリーの未来への鎖を堅固なものに鍛え上げる
ことは、私の責務であり、皆さんの責務です。」
と述べられたうえ、７つの優先項目を掲げた長期
計画を立てられました。

次週（７月９日）のお知らせ
１）例 会
（2028回）
２）ソング
日も風も星も
３）卓 話 「平成金融危機と
反社会的勢力の侵入」
預金保険機構 大阪業務部長 西畑 一哉 様
山村 朋史会員紹介
４）クラブ協議会
・ ポリオを撲滅する。
・ ロータリーに対する内外の認識と公共イ
メージを高める。
・ 他者に奉仕するロータリー能力の増大を図
る。
・ 質的にも量的にも会員組織を世界的に拡大
する。
・ ロータリー独特の職業奉仕への取り組を強
調する。
・ 国際ロータリー内の指導的才能を最大限に
活用し、育成する。
・ 組織全体を通じて継続性と一貫性を保つた
めに、長期計画の手順を完全に実施する。
そして最後に、
「この長期計画を実施するのは
皆さんです。私たちの任務は、地元と国際社会に
おいて必要とされる奉仕を提供すること、そし
て、
事業と専門職務に携わるリーダーを新会員と
して誘い、
地域社会で好しいイメージを築きなが
ら、クラブの器を広げていくことです。」とされ、
「ロータリーの未来はあなたの手の中に」
と示さ
れました。
2009～2010年度第2660地区の大谷透ガバナー
は、このＲＩのテーマを受けて、地区のテーマを
「ロータリーを身に付けよう」とされました。そ
れは、ロータリアン一人ひとりがロータリーの中
核をなす価値観すなわち「奉仕」、「交友」、「誠
実さ」、「高潔さ」、「多様性」、「寛容」、「リー
ダーシップ」をしっかりと身に付ける必要がある
ことを意味しています。同地区ガバナーはさら

☆☆ 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

４名
３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

75名
60名(71名)
23名
11名

に、本年度の活動として求められるものとして、
「６つのＫ」を示されました。「交友」・「高潔
さ」・「国際的な感覚」・「九牛一毛」・「子供」・
「綱領」がそれです。
以上のRI会長並びに第2660地区大谷ガバナー
の方針に従いながら、私は大阪天満橋ロータリー
クラブ会長として、歴代諸先輩からの伝統を維持
継続しつつ、未来に向けてクラブの充実を計り、
活力あるクラブ運営を行い、クラブを活性化する
ことが、私の最大の役目であると考えます。
今日の世界的不況下に於て、人それぞれに価値
観が異なり、生き様まで変化しつつある今、ロー
タリーに於て、その基本理念が希薄になり、会員
相互の信頼関係が損なわれるようなことが有っ
てはなりません。
私は「絆」をテーマとして、会員相互の親睦を
深め、強い信頼関係の基に立ち、各委員会が活発
な活動を行えるようにクラブ運営を計ってまい
る所存であります。

幹事就任挨拶
幹事 梅本 知秀
この度、郡会長のもと2009‐10年度幹事を務め
させて頂くことになりました。当クラブは42年度
を迎え、あと3年後の45周年、そして50周年に向か
いクラブの更なる発展を図るため、郡会長が掲げ
られます『絆・きずな』のテーマの下、まず第一
にメンバー全員が参加し、協力して頂く事が不可
欠ではないかと考えます。微力ながら、その一助
と成るべく、「みんなのためになるように」を実
践し、一年間精一杯頑張りますので、どうか今ま
で以上のご協力をよろしくお願い申し上げます。

☆☆ ７月度のお誕生日 ☆☆
13日 川本 浩
16日 中島 豊彦

13日 松本 忍

☆☆ ７月度の在籍表彰 ☆☆
41ヵ年
26ヵ年
12ヵ年
9ヵ年
1ヵ年

川本
保倉
奥
山田
山田

浩
賢造
崇
雅浩
雅則

26ヵ年
20ヵ年
9ヵ年
2ヵ年

橋本
安田
高良
山田

守之
義治
尚志
滋也

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
岡本 健

寺内 清視

梅本 知秀
（以上敬称略）

）内は会員総数を基準とした値

6月25日の出席率
84.51％
４週間前（5月28日）の
メークアップを含む出席率 87.14％
メークアップ実施会員
5名（欠席者14名)

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様一年間本当にご支援ご協力を賜り有
難う御座いました。私にとって大変貴重な経
験をさせて頂き、自分なりに何かを得た感じ
が致します。遣り残した事が山積したまま再
登板して頂く郡会長にバトンを引き継いで
頂くのは非常に心苦しいのですが、以前の会
長・幹事の間柄にてお許しの程宜しくお願い
申し上げます。この難局を突破出来るのは郡
会長をおいて他には見当たりません。何卒宜
しくお願い申し上げます。
本日は今期より創設致しました年間皆出
席の会員を表彰させて頂きます。27名の方々
です、次年度はもっと多くの方々を表彰した
いものです。残念です！
ニコニコ箱ですが、本年もホームクラブ年
間皆出席をされた赤松副ＳＡＡの多大なる
ご尽力と、皆様方の暖かいご支援によりまし
て、御蔭様で目標額をクリアーする事が出来
ました。心より御礼申し上げます。
最後になりましたが、本当に一年間御指導
御鞭撻頂き、素晴らしい経験をさせて頂きま
した事に感謝致しております。また、郡会長
にはお詫びの仕様も無いほど無理を申し、こ
の難局に再度の会長をお引き受け頂きまし
た事生涯忘れません。本当に申し訳御座いま
せん。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①7･8月卓話予定者表をお届けしておりま
す。担当になられた方は3週間前までに卓
話のテーマ及び卓話者を事務局までご連
絡お願いします。
②本日「クラブ運営の参考意見アンケート」
をお配りしております。事務局までご提出
お願いいたします。
③次々週開催されます「クラブ協議会」の案
内を本日会員ポストにお配りしています。
④青少年交換来日学生アーバリー・フォック
スさんの「フェアウエルパーティー」出欠
のご返事を事務局までお願いします。
⑤本日例会終了後「7月度定例理事会（新旧合
同）」を開催いたします。

⑥本日ヒルトンホテル4F「真珠の間」にて
18:00～新旧理事・役員・委員長懇親会が開
催されます。
⑦本例会終了後、恒例の会長と次期会長の木
槌の引継ぎを行います。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
保倉 賢造
結婚記念日のお祝いの花、有難うございまし
た。結婚31年の大きな記念日になりました。
山田 雅則
結婚記念日自祝。石田会長、美しいお花を有
難うございました。
西浦 司
結婚記念日自祝
二宮 秀造
22ヵ年在籍を自祝
貝塚 譲
年内皆出席自祝！
石田 道夫
年間皆出席自祝
郡 悦清
2008-2009年度皆出席自祝
坂本 一民
年間皆出席表彰自祝
南川 和茂
年間皆出席自祝。1年間ありがとうございま
した。
奥 崇
年間皆出席自祝。本年度も皆様のご協力で目
標達成自祝。
赤松 照夫
年度皆出席表彰自祝
重里 國麿
年間皆出席自祝
中村 健輔
年間皆出席自祝
中川 政照
年間皆出席自祝
鍬田 充生
皆出席自祝
松本 忍
2008～2009年度年間皆出席自祝 梅本 知秀
一年間皆出席自祝
岡本 健
年間皆出席自祝
髙田 肇
年間皆出席自祝
寺内 清視
年間皆出席自祝
中島 豊彦
1年間皆出席表彰自祝
松宮 清隆
年間皆出席自祝
谷本 圭二
年間皆出席自祝！
吉野 正史
2008-2009年度皆出席自祝および一年間幹事
を努めさせて頂いたことへの感謝 高良 尚志
今期一年間お世話になり有難うございまし
た。来期は３０周年です。今後ともご指導ご
鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
大阪天満橋ＲＡＣ会長 安原
一年間本当にお世話になりました。心より御
礼申し上げます。
石田 道夫
SAAの皆さん、会長を始め小澤さん、一年間
ご苦労様でした。
川本 浩

石田丸の無事帰港を祝して！本当にご苦労様
でした。
福原 哲晃
石田会長、松宮副会長、高良幹事、素晴らし
い1年間ご苦労様でした。
中村 健輔
石田会長、理事・役員の皆様一年間ご苦労様
でした。
衣斐 孝雄
石田会長、高良幹事1年間ご苦労様でした。
橋本 守之
石田会長、本当にご苦労様でした。心からお
礼申し上げます。
南川 和茂
石田会長、松宮副会長、高良幹事一年間ご苦
労様でした。有り難うございました。
梅本 知秀
石田会長1年間大変大変お疲れ様、ご苦労様
でした。
郡 悦清
石田会長、高良幹事はじめ理事・役員の皆様
一年間本当にご苦労様でした。 山本 喬一
石田会長、松宮副会長、高良幹事、理事・役
員の皆様、一年間に亘る奉仕活動、本当にご
苦労様でした。
鍬田 充生
石田船長、石田丸のクルーの皆様、ご苦労様
でした。
大矢 平治
石田会長はじめ理事・役員の皆様ご苦労様で
した。感謝
保倉 賢造
この1年間の皆様のご協力、ご支援に感謝致
します。
松宮 清隆
石田会長、松宮副会長、高良幹事、この一年
間本当にご苦労様でした、よく努力されまし
た。感謝いたします。
坂本 一民
イ 一年間 シ 辛抱強く ダ 大事な会務
ミ 見事に チ 超越 オ お疲れ様でした。
重里 國麿
ニコニコ目標達成、赤松SAAのご活躍にバン
ザイ！
石田 道夫
国際奉仕委員長、委員の皆様、一年間に亘る
活動、お疲れ様でした。
鍬田 充生
今年1年、会報へのご指導、ご協力ありがと
うございました。
広報委員会
この１年間、SAA運営にご協力を感謝して。
小澤 満
会員の皆様のご協力で無事ソング・プログラ
ム遂行できました。有難うございました。
ソング･プログラム委員会
株主総会無事終了
和田 守道
平成21
平成21年
21年6月25日
25日

合計金
279,000円
279,000円
累計金 3,483,900
3,483,900円
円

☆☆ 木槌伝 達 式 ☆☆

☆☆新旧理事・役員・委員長懇親会☆☆
6月25日18:00よりヒルトン大阪４階真珠の間
にて、重里ガバナー補佐エレクトを含む25名が出
席して懇親会が行われました。石田会長の挨拶、
重里ガバナー補佐エレクトによる乾杯の後、
高良
幹事の司会で旧メンバーが各々今期の感想を話
し、松宮副会長による旧メンバーの締めの後、梅
本次期幹事に司会のバトンが渡されました。
次い
で新メンバーが来期の抱負を話し、
最後に郡次期
会長が次年度の方針・計画及び決意を述べ、閉会
しました。
終始和やかな雰囲気の懇親会となりま
した。

6月25日、2008-09年度最終例会終了後、石
田会長から次年度郡会長へ恒例の「木槌伝達
式」が行われました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・冷製パンプキンスープ
・蟹クリーム入り舌平目のパン粉付け焼き、
トマトソース
・季節のフルーツ取り合わせ
・特製ブレッド・コーヒー

座

席

表

♪大阪天満橋ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ♪
７月第１例会のお知らせ
日 時：７月８日（水）19:15～21:50（予定）
内 容：所信表明（担当：理事会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 4,000円
登録先：幹事 安原亜也子
tenmabashi@rid2660rac.org
登録締切：７月５日（日）
★当クラブ例会にはマイ箸をお持ち下さい★

（２００９～２０１０年度 ７月～９月）

中村・鍬田

郡 ・梅本・山村

◎テーブルマスター ○サブマスター 敬称略
会

テーブルNo.

員

名

Ｎｏ．１

◎小寺・○松宮・橋本・土井・西井・金田・小澤・貝塚

Ｎｏ．２

◎三谷・○山本・高良・中川・福原・重里・石田・福井・藤井・椹木

Ｎｏ．３

◎谷本・○寺内・寺井・井戸・勝見・岸本・中島(豊)・溝手・髙松・和田

Ｎｏ．４

◎奥・○浅井・内田・山田(滋)・吉野・宇野・目幸・森本・木村・徳岡

Ｎｏ．５

◎浅川・○衣斐・川本・川原・寺村・南川・髙田・保倉

Ｎｏ．６

◎岡本・○永田・成松・中島(康)・二宮・坂本

Ｎｏ．７

◎山田雅浩・○北村・安田・末澤・宮下・西村・山田雅則・中野

Ｎｏ．８

◎大矢・○松本・赤松・在本・西浦・岡田・濱本・荒木

Ｎｏ．９

喫

煙

席

