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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
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ロータリー財団 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

（2132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 ロータリー財団月間記念卓話
「国際親善奨学金での留学とロータリー財団」

次週（１１月１７日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング

（2133回）
友と呼べるのは

３）卓 話 「 二胡演奏 」
中国音楽家協会会員
二胡演奏家・作曲家 朱 啓高 様

地区財団奨学金・学友委員会

目幸 文範会員紹介

委員長 牧尾 晴喜 様
ロータリー財団委員会
５）創立44
５）創立44周年記念写真撮影
44周年記念写真撮影
６）ロータリー財団100
６）ロータリー財団100万ドルミール実施
100万ドルミール実施

☆☆ １１月度のお誕生日 ☆☆

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆

17日 川原 和彦

①地区大会の名札を全会員に送らせていただき
ました。ご出席の方は必ず名札をご持参下さ
い。12日の本会議にご出席の会員はお知らせ
しております集合場所にお集まり頂きます様
お願いいたします。

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
みなさん今晩は。本日は三世代クラブ合同例
会並びに懇親会です。大いに親交を深めていた
だきたいと思います。
また本日は、大阪中之島ロータリークラブの
創立19周年記念例会でございます。
改めて心より
お祝い申し上げます。
ところで先週の土曜日は、私ども大阪天満橋
ロータリークラブの家族会でございました。お
昼は、神戸元町のレストラン“中国酒家”でラン
チを楽しみ、その後神戸ハーバーランドのコン
チェルト号に乗船し、クルージングを楽しみま
した。夜は、ホテル“ラ・スイート神戸ハーバー
ランド”で、大変豪華なディナーをいただきなが
ら、ジャズボーカルを聴いて過ごしました。総勢
33名大いに盛り上がりました。
中川親睦活動委員長はじめ、親睦活動委員会
の皆さん大変ご苦労様でした。感謝申し上げま
す。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆
皆様移動例会ご苦労様です
平成23
平成23年
23年10月
10月27日
27日

ロータリー財団
米山奨学会

合計金
累計金

敬称を略す

ＳＡＡ一同
30,000円
30,000円
987,000円
987,000円

コインサービスの報告
10/20 残
高 907円
10/27 受
入 100円
現 在 高 1,007円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ビーフカレー ・ミックスサラダ ・コーヒー

☆☆ 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

０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

67名
42名(55名)
21名
13名

）内は会員総数を基準とした値

10月27日の出席率
76.36％
４週間前（10月6日）の
メークアップを含む出席率 91.80％
メークアップ実施会員
3名（欠席者8名)

☆☆ 三世代クラブ合同例会 ☆☆

大阪天満橋ロータリークラブ二宮会長
大阪中之島ロータリークラブ北村会長挨拶

今 期 のホ スト ク ラブで あ る大 阪 中之 島
ロータリークラブ主催の下に、10 月 27 日午
後６時から太閤園ガーデンホールにおいて、
「三世代クラブ合同例会」が開かれました。
同クラブの「創立１９周年 記念例会」をも
兼ねています。
冒頭あいさつに立った我が天満橋クラブ
の二宮秀造会長は、今年度の「三世代クラブ
合同社会奉仕事業」の贈呈式のため、去る 10
月 4 日に宮城県を訪れた際の感激を感涙にむ
せびながら語られました。その社会奉仕事業
の内容ですが、中之島クラブの木村眞敏社会
奉仕委員長が例会席上で報告されたところ
によると、東日本大震災で被害を受けた仙台
市内の聴覚異常者のための三施設に、合計約
７３万円（内２０万円は地区補助金による）
の医療器具を、それぞれの要望に応じて贈呈
したもので、先方からは大喜びされたとのこ
とでありました。
また、来年度は中之島クラブの高島凱夫氏
が地区ガバナーに就任されるため、4 月 28 日
の地区協議会や 12 月 7 ～ 8 日の地区大会は、
会員数僅か２８名の同クラブがホストクラ
ブになって設営することになりますが、「大
手前・天満橋両クラブのこれまでの協力に感
謝する」とともに、「今後一層の協力・支援
をお願いする」ということが、冒頭の中之島
クラブ北村譲会長や高島凱夫ガバナーエレ
クトの各挨拶の中で強調されていました。
例会が終わった後は、我が天満橋クラブ川
原和彦会長エレクトの開会挨拶で合同懇親
会が始まり、美味しい食事や吉田優子さん外
１名によるマリンバ演奏を楽しみました。
（親睦活動委員会）

大阪大手前ロータリークラブ中村会長

高島ガバナーエレクト

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１１月第２例会のお知らせ
日 時：11月19日（土）13:00～15:00
内 容：「体験型防災学習」
（担当：社会奉仕委員会）
場 所：大阪市阿倍野防災センター
大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号
登録料：無料
登録先：幹事 中井 大輔
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：08014081892
登録締切：11月17日（木）

