
変有り難い事ではあるのですが何か日本として

両国に大きな借りを作ってしまったような気が

しています。 

又、世界から見ると日本に対する信頼という

ものが大きく損なわれて、その信頼の取り戻す

のに両首脳の力まで借りなければいけないのが

今の日本の現実でしょうか。 

５月１９日には、次年度の理事、役員、委員長

懇親会が開かれ、私も参加させて頂きました。二

宮会長エレクトから来期に向けての具体的な方

針のご説明が御座いました。加えて力強い決意

表明をされまして大変感銘を受けました。 

来期の活動に向けまして、新メンバーの皆様

には今が一番準備の大変な時期と思います。 

二宮会長はじめ次年度理事、役員、委員長の皆

様が一丸となられ、次年度に向けて素晴らしい

スタートを切られますことを皆様とお祈りした

いと思います。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    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 本日、「新旧理事・役員・委員長懇親会」のご

案内をさせて頂いております。 

③ 「2010～11年度活動報告書」原稿の締め切りが

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お願いいたします。 

☆☆ 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 （2113回）    

２）２）２）２）国旗およびロータリー旗に礼国旗およびロータリー旗に礼国旗およびロータリー旗に礼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 「 画廊と画商 」                    

          土井 憲一 会員 

   次週（６月９日）のお知らせ次週（６月９日）のお知らせ次週（６月９日）のお知らせ次週（６月９日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2114回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  友と呼べるのは 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「震災相談－被災者は今－」 

           福原 哲晃 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    ２２２２    ２０１１２０１１２０１１２０１１    ＮＯ．２１１３ＮＯ．２１１３ＮＯ．２１１３ＮＯ．２１１３    

☆☆☆☆☆☆☆☆    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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

  34ヵ年 坂本 一民  34ヵ年 宇野 稔 

  33ヵ年 髙松 貞彦  31ヵ年  衣斐 孝雄 

  24ヵ年 小寺 一矢  23ヵ年 重里 國麿  

  8ヵ年 目幸 文範   8ヵ年 中島 康之 

  5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 ☆☆ 

 藤井 弁次   中村 修   岡本 健  

 坂本 一民  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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

皆さん、こんにちは。本日は、高島ガバナーノ

ミニーに例会におこし頂いております。 

初夏を思わせる爽やかな日が続くなと思って

いましたら、今度は雨が降り出し梅雨に入った

ような日々が続いております。毎日着る服も気

温に合わせ変えなければいけない気候になって

います。皆様夏風邪にも御気を付け下さい。 

先週土曜、日曜と中国の温家宝首相、韓国の李

明博大統領が来日し、東北の被災地も訪問し、お

見舞いと今後の協力を表明してくれました。大

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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ロータリー親睦活動月間ロータリー親睦活動月間ロータリー親睦活動月間ロータリー親睦活動月間    



④ 次年度ロースターの原稿、訂正のご連絡を頂

きました方々に訂正原稿をお配りしておりま

す。再度のご確認よろしくお願いいたします。

間違いがある場合は早急に事務局までご連絡

をお願いいたします。なお、間違いがない場合

もＯＫとご記入のうえ事務局にご提出お願い

いたします。 

⑤ 本日例会終了後「６月度定例理事会（新旧合

同）」を開催いたします。関係各位よろしくお

願いいたします。 

⑥ 6月16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。 

        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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    

宜しくお願いいたします。ありがとうございま

す。（高島ガバナーノミニー・村橋 次々年度

地区代表幹事・針谷副会長 来訪にあたり） 

       大阪中之島ＲＣ会長 前田 隆司 

高島ガバナーノミニー様、例会御来訪有り難う

御座居ます。 中村 健輔 

次々年度ガバナー高島凱夫様よくいらっしゃい

ました。次々年度はガンバッテ下さい。  

 中川 政照 

中川さん、このたびは夫婦ともども誠に有難う

ございました。 坂本 一民 

ホームクラブ欠席のお詫び。 西浦 司 

本日も澤山のニコニコ有難うございます。

 SAA一同 

    平成平成平成平成23232323年年年年5555月月月月26262626日日日日        合計金合計金合計金合計金            28,00028,00028,00028,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    2,685,0902,685,0902,685,0902,685,090円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（5555 月月月月 26262626 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「私がロータリークラブに入った頃」「私がロータリークラブに入った頃」「私がロータリークラブに入った頃」「私がロータリークラブに入った頃」    

福井 興 会員 

大阪天満橋RCは昭和42年11月４日（1967年）の

創立で、私のクラブ入会は創立１年後の昭和43年

11月30日でした。そのころは東大紛争を発端に日

本全国に学園紛争が拡大し、翌44年には東大安田

講堂封鎖と世間は騒然とした雰囲気に包まれて

いました。一方昭和43年10月川端康成ノーベル文

学賞受賞。44年７月、月面への人類第一歩など輝

しき幸せなニュースもあった時代です。RCに入会

例会初出席は第56回例会で土曜日昼開催であっ

た関係上、会員37名、ビジター69名計106名の出席

で来客者だけで用意していた座席が埋まり、こ

の傾向は週休２日制の定着と共に益々ひどくな

り、昭和44年春頃の例会ではビジター120名前後

と会員数の２～３倍の来客者で、SAAはビジター

の席の確保と氏名紹介に時間を奪はれてクラブ

本来の卓話や行事等例会の運営に大変苦労され

ました。こんな異常な例会運営は数年後心斎橋RC

が誕生し、土曜日例会場が２ヶ所に分散される

迄続きました。昭和45年大阪万国博覧会が開催さ

れ、会場内にRCの例会場が設置され 昭和45年６

月６日、万博会場内EXPOクラブにて大阪天満RCが

ホストとなり第132回例会を開催 会員43名、ビ

ジター96名、計139名出席。EXPO例会として記念バ

ナーを作成、国内外のビジターと交換したのが、

懐しく思い出されます。 

◇◇◇◇◇◇◇◇    国際大会だより国際大会だより国際大会だより国際大会だより    ◇◇◇◇◇◇◇◇    

2011年5月21日～25日、ニューオリンズで国際

大会が開催され、当クラブの青少年交換留学生

山村芹菜さんが登録スタッフや合唱隊として大

会に参加されました。 

（画像・情報提供：角谷地区青少年交換副委員長) 

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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 ７名 会員総数 67名 

国内ゲスト  １名 会員出席 48名(61名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 21名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 13名 

5月26日の出席率 78.69％ 

４週間前（4月28日）の 

メークアップを含む出席率 88.14％ 

メークアップ実施会員     4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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・ミネストローネ、バジルピストー添え 

・ビーフストロガノフ、バターライス添え 

・パイナップルとココナッツのジェラート、キャラ 

 メルバナナソース 

・ブレッド  ・コーヒー  


