
との出来ない国際情勢を中心に興味深いお話を

聞かせて頂きました。当日の青山講師は従来に

増して「領土」「資源」「国防」について熱い思

いを語られ、“我々国民こそが主権者としての

国に対する責任者”という発言が大変印象的で

ありました。加えて、沖縄基地問題についても、

太平洋戦争における沖縄の歴史を踏まえ、沖縄

と本土が一体となって国＝日本を守る視点で議

論を進めてゆくべきだ、という訴えには胸打た

れる思いになりました。 

３０日の本会議には当クラブからも２４名の

参加を得まして、参加クラブ紹介、松本ガバナー

のご挨拶、田中ＲＩ会長代理ご挨拶と続き、厳粛

な雰囲気の中で議事が進められました。又、この

地区大会への延べ登録参加人数は、３７４２名

というご報告もありました。その後、記念イベン

トとして、東儀 秀樹氏と古沢 巌氏によるス

マイルツアー」コンサートで、雅楽とバイオリン

による至福のハーモニーを会員、家族共に楽し

ませてもらいました。 

最後になりましたが交換留学生のキャサリン

が例会にきておりますので、後程スピーチをし

てもらいたいと思います。 

☆☆ 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 （2088回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  我等の生業 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 創立43周年記念卓話 

     「クラブの歩みと私の思い」 

            坂本 一民 会員 

   次週（１１月１８日）のお知らせ次週（１１月１８日）のお知らせ次週（１１月１８日）のお知らせ次週（１１月１８日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2089回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  ロータリー讃歌 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「私の板前修業」 

            岡本 健 会員    

    ＮＯＶＥＭＢＥＲＮＯＶＥＭＢＥＲＮＯＶＥＭＢＥＲＮＯＶＥＭＢＥＲ    １１１１１１１１    ２０１０２０１０２０１０２０１０    ＮＯ．２０８８ＮＯ．２０８８ＮＯ．２０８８ＮＯ．２０８８    

 ＊＊＊＊＊＊＊＊    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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

皆さん、こんにちは。 

１１月度は「ロータリー財団月間」に当たりま

す。本日は卓話にて「ロータリー財団月間に因ん

で」というタイトルで、地区財団情報・増進委員

会委員長 百済 洋一様よりお話を頂きます。

百済様、後程どうぞ宜しくお願いいたします。 

先週例会における「三世代クラブ合同例会」、

会員の皆様のご協力のもと無事終える事が出来

ました。有難う御座いました。又、「三世代合同

社会奉仕事業」につきましても、大変意義ある事

業を見つけていただきましたと、大手前三木会

長、中之島前田会長から感謝のお言葉を頂きま

した。岡本社会奉仕委員長には、「泉布観」の見

学から始まり、すべてを準備頂き有難う御座い

ました。改めて御礼申し上げます。 

さて、本日１１月４日は、当大阪天満橋ロータ

リークラブ創立記念日でございましてめでたく

４３周年を迎える事となりました。会員の皆様

と共にお祝いを申し上げたいと思います。お祝

いの饅頭が用意されておりますので、例会終了

後お持ち帰り下さい。 

先週、１０月２９日、３０日には、八尾ロータ

リークラブをホストクラブとして、ＲＩ第2660地

区 地区大会が大阪国際会議場にて開かれまし

た。２９日には、会長、幹事会も開かれ、青山繁

晴氏によります講演会が行われました。「祖国は

甦るか」と題して、我々一般国民が日ごろ知るこ
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2010201020102010----2011201120112011年度年度年度年度    国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ国際ロータリーのテーマ 

☆☆☆☆☆☆☆☆    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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・ポタージュ・パリ風 

・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リヨネーズポテト 

・フルーツ  ・ブレッド  ・コーヒー   

ロータリー財団月間ロータリー財団月間ロータリー財団月間ロータリー財団月間    



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

① ０９～１０年度 １００パーセント「財団の

友」会員のクラブ認証バナーならびに「毎年あ

なたも１００ドルを」クラブ認証バナーがＲ

Ｉ本部より届きましたので掲示板に掲示して

おります。 

② 本日「クリスマス家族会」のご案内をお配りし

ております。多数の会員ならびに御家族のご

参加よろしくお願いいたします。 

③ タイミッション参加のご案内を本日お配りし

ております。ご参加頂けます方は11月11日まで

に必ずご返事をお願いいたします。 

④ 卓話をお願いしております会員がゲストス

ピーカーを個人的にお願いして頂いた場合は

会食費を頂くことが理事会で決まりましたの

で、皆さまのご協力宜しくお願いいたします。 

⑤ №1・2・6・8テーブル情報集会・№3・4・5・7

テーブル情報集会の出欠のご返事を事務局ま

でお願いします。 

⑥ 本日例会終了後６F「写真室」にて創立43周年

記念写真撮影を行いますので宜しくお願いい

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    

42カ年在籍表彰自祝 福井 興 

結婚記念日のお花に感謝を申し上げます。 

 西井 幾雄 

6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝 中村 健輔 

6ヵ月皆出席自祝 南川 和茂 

6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝 中島 豊彦 

6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝 山村 朋史 

6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝 西村 功

創立43周年、皆様と共に自祝 福原 哲晃 

地区大会のRI会長代理歓迎晩餐会でいいことが

ありました。 重里 國麿 

クィーンエリザベスの処女航海に参加できまし

た。自祝 保倉 賢造 

TV番組「チチンプイプイ」に弊社のパーソナル

カレンダーが紹介されました。 井戸 幹雄 

重里直前ガバナー補佐様 誠に申し訳ありませ

んでした。           広報委員会 

本日も沢山のニコニコありがとうございます。 

                ＳＡＡ一同          

平成平成平成平成22222222年年年年11111111月月月月4444日日日日        合計金合計金合計金合計金            72,00072,00072,00072,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    1,227,0901,227,0901,227,0901,227,090円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（11111111 月月月月 4444 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「ロータリー月間に因んで」 

       地区財団情報・増進委員会 

       委員長 百済 洋一  様 

       ロータリー財団委員会 

【ロータリーカードの財団貢献プログラム】 

１、ロータリーカードを持つ３つの意味 

➀ロータリアンとしての誇り（ロータリアンの 

 バッジのようなもの） 

➁ロータリーの広報活動（ロータリーのロゴが 

 入ったクレジットカードを利用する） 

➂財団への貢献活動（会員の負担なくして知ら 

 ないうちに寄付ができる） 

２、ロータリーカードの貢献 

●カードショッピングご利用金額の0.3％ 

 をロータリーに還元。（会員の負担はありま 

 せん）例えば、「ロータリーカード」で 

 10,000円のお買い物をしたときに0.3％(30円) 

 が自動的に財団に寄付されます。 

●ロータリーゴールドカードの年会費10,500円 

 のうち、3,000円を毎年財団に還元。 

●カードのご利用でたまったポイ（1,000円で 

 １ポイント＝５円）を個人の年次寄付に交換 

 することが可能。 

３、ロータリーカードの現状 

〈入会〉2009年7月～2010年5月 

新規入会数      604人  

入会ゼロクラブ数   948クラブ 

有効会員数      6,093人  

ロータリークラブ数  2,310クラブ 

ロータリアン数    91,988人  

入会ゼロクラブ率   40.9％ 

カード会員率  6.4％       

ロータリーカード会員が1人もいないクラブ

が40％以上！ロータリーカード会員はロータリ

アンの10％にも達しておりません！ 

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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 ２名 会員総数 68名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 50名(61名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 11名 

11月4日の出席率 81.97％ 

４週間前（10月14日）の 

メークアップを含む出席率 91.67％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者8名) 


