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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 １ ２０１０ ＮＯ．２０７２
次週（７月８日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2072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）タイミッションを歓迎して

５）

「会 ・ 会 ・幹 ・
健 会

ほか

『 会 長 就 任 に あ た り 』
会長 中村健輔
この度、４２年の輝かしき歴史と伝統を誇る
大阪天満橋ロータリークラブの会長に浅学非
才、ロータリークラブ活動の経験不足を顧みず
就任させて頂く事となりました。会長という名
にふさわしくない未熟者である事は充分承知致
しておりますが、会員の皆様のご指導、ご協力を
得まして何とか１年間その職責を果してゆく所
存で御座います。
会員の皆様と共に意義ある、そして楽しいク
ラブライフを実現したいと思っております。何
卒１年間ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し
上げます。
今年度国際ロータリーの方針として、ＲＩ会
長レイ．クリンギンスミス氏（アメリカ）は、
「Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ
Ｂ ｒ ｉ ｄ ｇ ｉ ｎｇ Ｃ ｏｎ ｔ ｉ ｎ ｅ ｎ ｔｓ」

１）例 会 （2073回）
２）ソング
我等の生業
３）卓 話 「関西における
一般日刊新聞の販売事情」
（社）日本新聞販売協会 近畿地区本部事務局
参与 白石 正昭
様
橋本 守之会員紹介
」
４）クラブ協議会

（地域を育み、大陸をつなぐ）をテーマと
（地域を育み、大陸をつなぐ）
して提唱されました。そして上記のテーマ
のもと８つの実行事項を示されました。
＊ＲＩの８つの実行事項
１、 平和と紛争予防と解決
２、 疾病予防と治療
３、 水と衛生設備
４、 母子の健康
５、 基本的教育と識字率向上
６、 経済と地域社会の発展
７、 ポリオ撲滅
８、 財団への協力
次に、ＲＩ第２６６０地区松本新太郎ガバ
ナー（八尾ロータリークラブ）は会長エレクトセ
ミナーにおいて地区テーマと７つの提案という
形で活動方針を示されました
本年度地区のテーマとして、
「ロータリークラ
ブについて もう一度考えてみませんか」を掲
もう一度考えてみませんか」
げられ、７つの提案として下記の目標を発表さ
れました。
１、クラブ会長のリーダーシップによるクラブ作り
２、クラブ活性化と相互交流の推進、例会出席
に加え例会以外への出席奨励
３、新世代の為のプログラムを推進しましょう
４、新しい仲間を増やそう、全８５クラブ会員純
増各１名

☆☆ 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

２名
３名
０名
０名

会員総数
71名
会員出席
57名(65名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
8名

５、健康と倹約、会員の皆さんの体とクラブ組織
の健全化を目指しましょう
６、バランスのとれた奉仕として、ロータリー財
団と米山への寄付、ポリオ撲滅、米山記念奨
学金への協力が要請されています。
７、クラブにおける新入会員教育と継続した研修
以上のＲＩ会長のテーマ、地区松本ガバナー
のご方針に従いながら当クラブの会長として、
諸先輩が培ってこられました当クラブのよき
伝統のバトンを引き継ぎ、会員の皆様のご協力
を得、会員相互が活き活きした形で参画しても
らえるクラブ運営を心かけて行きたいと考えて
おります。クラブテーマとしては、松本ガバナー
のテーマをもとに、
「 原 点 回 帰 」を掲げ、
（会員本位のクラブ
ブ運営）を目指してゆきたく存じます。重点事項
として、①会員増強、②各委員会を通じての全員
参加のクラブ活動、③クラブ行事、奉仕活動、親
睦会への参加の呼びかけ、声かけの強化、の３点
を会員の皆様のご協力を得て努力実行してまい
る所存で御座います。
改めまして、会員、理事、役員の皆様のご理解
とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 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いた
します。
②本日「2010～2011年度 上半期会費のお願い」を
会員ポストにお届けしていますのでよろしく
お願いいたします。
③次々週開催されます「クラブ協議会」のご案内
を本日会員ポストにお配りしていますので関
係各位よろしくお願いいたします。
④「タイ国ミッション歓迎夕食会」の出欠のご
返事がまだの方は至急ご提出お願いいたしま
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。関係各位よろしくお
願いいたします。
⑥本日「ガスビル食堂」にて18:00～新旧理事・役
員・委員長懇親会が開催されます。関係各位よ
ろしくお願いいたします。

）内は会員総数を基準とした値

６月24日の出席率
87.69％
４週間前（5月27日）の
メークアップを含む出席率 87.50％
メークアップ実施会員
7名（欠席者15名)
⑦青少年交換来日学生アビゲイル・マリー・ステ
イサさんの「フェアウエルパーティー」が6月
29日（火）18：30～ヒルトン大阪4Ｆ「白真珠の
間」にて開催されます。関係各位宜しくお願い
いたします。
⑧次週例会はタイミッションのメンバーが参加
されますので自由席とさせていただきます。
⑨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

会員の皆様、1年間大変お世話になりました。
心より感謝申し上げます。
郡 悦清
1年間大変有難うございました。皆様のご協力
に感謝申し上げます。
鍬田 充生
会員の皆様のご協力で一年間を終える事ができ
ました。ありがとうございました。 梅本 知秀
「こ」網領を「お」奥まで「り」理解して
「よ」四つのテストを「し」染み込ませ
「き」絆を「よ」よろしく願います。
ご苦労様でした。
重里 國麿
重里ガバナー補佐一年間ご苦労様でした。
郡 悦清
重里ガバナー補佐、１年間ご苦労様でした。
福原 哲晃
郡丸の無事帰港を祝して。郡会長、鍬田副会長
梅本幹事お疲れ様でした。来期も御指導よろし
くお願い致します。
中村 健輔
郡会長２回目一年間ご苦労様
川本 浩
郡会長、二度目のおつとめ、誠にご苦労様でし
た。郡丸の皆様のご努力に感謝して 坂本 一民
郡会長永い間ありがとうございました。中村次
期会長がっばって下さい。
井戸 幹雄
郡会長、理事役員の皆様御苦労様でした。
衣斐 孝雄
郡会長、鍬田副会長、梅本幹事、一年間大変す
ばらしい年でございました。ありがとうござい
ました。
浅川 正英
郡会長再登板ご苦労様でした。会長はじめ理事
役員の皆様有難うございました。 保倉 賢造
郡会長、鍬田副会長、梅本幹事、ご苦労様でし
た。
南川 和茂
郡会長、鍬田副会長、梅本幹事この一年ほんと
うにご苦労様でした。
谷本 圭二

会長さん、幹事さん、役員さん、大変お世話に
なりました。ありがとう！
徳岡 昭七郎
郡丸の無事ご帰港。おめでとうございます。
福原 哲晃
郡会長、梅本幹事1年間ご苦労様でした。
髙田 肇
郡会長、鍬田副会長、梅本幹事、役員理事の皆
様一年間お疲れ様でした。
石田 道夫
郡会長、鍬田副会長、梅本幹事、１年間ご苦労
様でした。
山本 喬一
郡会長はじめ理事役員の皆様一年間大変お疲れ
様でした。
川原 和彦
郡会長、鍬田副会長、梅本幹事の御苦労に感
謝。メイクアップを含む１年間皆出席自祝
高良 尚志
誕生日自祝
溝手 悟
郡会長より結婚記念日に美しいお花をいただき
まして
二宮 秀造
無事に何事も無く33年目の結婚記念日を迎える
事が出来ました。お花ありがとうございます。
山田 雅則
新人賞いただきありがとうございます。今後共
御指導の程よろしくお願いします。 中野 格
ホームクラブ1年間皆出席自祝
福井 興
ホームクラブ1年間皆出席自祝
安田 義治
ホームクラブ1年間皆出席自祝
大矢 平治
年間ホームクラブ皆出席自祝
山本 喬一
皆出席を祝して
木村 忠夫
ホームクラブ1年間皆出席を自祝して 奥 崇
ホームクラブ1年間皆出席自祝
梅本 知秀
ホームクラブ皆出席自祝
岡本 健
メイクアップを含む1年間皆出席を自祝して
坂本 一民
1年間のメイクアップを含む皆出席の自祝
重里 國麿
一年間皆出席自祝して
谷本 圭二
1年間皆出席自祝
中島 豊彦
1年間皆出席自祝
寺内 清視
1年間皆出席自祝
在本 茂
メイクアップを含む1年間皆出席自祝
成松 正和
メイクアップを含む1年間皆出席自祝
石田 道夫
1年間皆出席自祝
松宮 清隆
MUを含む2年間皆出席の自祝として 吉野 正史
一年間皆出席自祝
山田 雅浩
皆様に感謝
和田 守道
3年間お世話になり有難うございました。
山田 滋也

長らくお世話になり有難う御座いました。来春
古希を迎えるに当り、暫くリフレッシュ休暇を
頂くことにしました。カムバックして来た時は
暖かく受け入れて下さいますようお願い致しま
す。
白橿の光源氏こと吉野 正史
和田さん。元気なお顔を見せていただき感激で
す。
福原 哲晃
和田さんに久しぶりにお会いでき、うれしく思
います。
松宮 清隆
和田さん、ありがとうございました。岡本 健
白橿の光源氏様お疲れさまでした。Come back！
鍬田 充生
吉野さん、ありがとうございました。岡本 健
橋本先輩、有り難うございました。 鍬田 充生
郡会長、南川パスト会長、6月12日ありがとうご
ざいました。今後共ご指導お願い致します。
山田 雅浩
山田親睦活動委員長、先週は大変お気づかい頂
きありがとうございました。
国際奉仕委員会
１年間のご協力ありがとうございました。
SAA一同
平成22
平成22年
22年6月24日
24日

合計金

341,000円
341,000円

累計金 3,366,000円
3,366,000円

☆☆ 先週（6
先週（6 月 24 日）の卓話 ☆☆
「２００９－１０年度、最終例会」

最終例会は立食形式で行われました。久しぶ
りにご出席の和田会員のソング指揮と健康ミニ
体操に続き郡会長による乾杯で始まりました。
しばし談笑のあと、残念ながら期末で退会され
る和田守道会員、吉野正史会員、山田滋也会員か
らの挨拶、天満橋ＲＡＣおよび青少年交換来日
学生アビ・ステイサさんからの最終報告があり
ました。また梅本幹事からは最後の幹事報告と
挨拶があり郡会長から最終会長挨拶がありまし
た。（内容は先週の会報参照） また、この１年
間ＲＩ２６６０地区ＩＭ第６組担当のガバナー
補佐を務められた重里國麿会員に郡会長より１
年間の労をねぎらい花束が贈呈されました。

－－ 最終例会スナップ －－

和田会員によるロータリーソングとミニ体操

☆☆ ＲＡＣ最終例会報告

☆☆

6月23日、大阪天満橋ローターアクトクラブの
今年度最終例会が錦城閣にて開催されました。
当クラブから郡会長をはじめ17名、および地
区他ＲＡＣからも多数の参加で、
総勢50余名の大
盛会となりました 。
浅井ＲＡＣ会長および各委員長から1年間の
活動報告が行われ、
本年は特に30周年式典が成功
裡に挙行されたこと、また大阪天満橋ＲＡＣが
2660地区の最優秀ローターアクトクラブ賞を受
賞したことなど、嬉しくおめでたい話題が満載
で、会場は大盛り上がりでした。また大功労者で
ある安原会員・則武会員の卒業式も行われ、地区
の他ＲＡＣメンバー多数とともに、2人の旅立ち
を祝いました。瞬く間に時は過ぎ、奥青少年奉仕
委員長の講評で、無事おひらきとなりました。
ローターアクト委員会

重里國麿ガバナー補佐への花束贈呈

－－ 木槌伝達式 －－
最終例会終了後、恒例の木槌伝達式があり、郡
悦清2009-10年度会長より、中村健輔2010-11年度
会長に木槌が手渡されました。

お知らせ
下記３クラブ例会が7月7日（水曜日）より合
同で開催されます。
大阪阿倍野ロータリークラブ
大阪住之江ロータリークラブ
大阪住吉ロータリークラブ
例会場 天王寺都ホテル ５Ｆ「信貴の間」
毎水曜日 12：30～13：30（通常例会）
※7月7日例会は移動例会です。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・冷製、枝豆のスープ
ロータリー財団
米山奨学会

・眼張のロースト、バスク風
コインサービスの報告

・若鶏胸肉のスティーム スパイス風味の
エリンギ茸とバルサミッククリームソース

６/10 残
高 4,464円
６/24 受
入
16円
現 在 高 4,480円

・ストロベリーアイスクリーム ミントリーフ添え
・ブレッド・コーヒー

