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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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ロータリー雑誌 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2153回）
２）ソング
友と呼べるのは
３）卓 話 「 龍について 」
中村 健輔 会員
４）第４回被選理事会

☆☆ ４月度の結婚記念日 ☆☆
大矢 平治
中村 健輔
井戸 幹雄

山村 朋史
寺井 種伯
末澤 正大

中島 清治
勝見 茂
寺内 清視
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
ようやく春らしい天候になりました。来訪
ロータリアンの皆様ようこそお越し頂きまし
た。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。
さて本日の会長の報告ですが、今年度のRI会
長賞の資格条件であります“会員増強、純増＋
１名”が達成できませんでした。非常に残念なこ
とですが会員増強は、私どもロータリークラブ
の永遠の課題であり、クラブ全員の責任と使命
でもございます。引き続き会員増強についてご
留意頂きよろしくお願い申し上げます。
また、入会5年未満の会員のアクティブな活動
に対し心より感謝しています。この良き伝統を
継承して行けば、必ずロータリーの魅力は地域
に浸透し新しい会員が集まって来るに違いない
ことを確信しております。
ところで一昨日、第３回二宮杯が開催されま
した。優勝は小寺会員、準優勝は中島清治会員で
3位は衣斐会員でした。べスグロは小寺会員と浅
井会員でした。私は表彰式と懇親会のみの参加
でしたが大変活気があり楽しく過ごさせて頂き
ました。晴天に恵まれ春らしい１日でした。
最後に、4月15日にローターアクトクラブ「新
旧理事役員研修会」が予定されています。私ども
の大阪天満橋ローターアクトクラブがホストク
ラブですので、提唱クラブの大阪天満橋ロータ
リークラブとして出席する予定です。

次週（４月２６日）のお知らせ
１）例 会 （2154回）
２）ソング
夕焼け小焼け
３）卓 話 「テレワークという働き方」と
「営業社員の残業問題」について
中島 康之 会員
４）5
４）5月度定例理事会

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①新入会員アフターインフォメーションのご案
内を本日お配りしております。
②№1・2・8テーブル・№4テーブル情報集会のご
案内を本日お配りしております。
③「新年度ロースターの原稿」提出の締め切り
が過ぎておりますので訂正のない場合もOKと
ご記入のうえ早急に事務局までご提出お願い
いたします。ご提出のない場合はお配りして
おります原稿で掲載させていただきます。
④「春の家族会ご案内」出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
⑤「繁昌亭朝席」への出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
⑥次週例会終了後 第4回被選理事会が10Ｆ
「明石
の間」で開催されます。関係各位宜しくお願い
いたします。
⑦本日、ロータリー財団100万ドルミールを実施
いたします。ご協力の程お願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

二宮会長、結婚のお祝いのお花をいただきあり
がとうございます。また、本日の卓話よろしく
お願いします。
中島 清治
１８ヵ年在籍自祝！！
中川 政照
在籍表彰自祝
髙田 肇
在籍２０ヵ年を自祝して。
谷本 圭二
在籍表彰自祝
岸本 良一
在籍１８年自祝
福原 哲晃
１６ヵ年在籍表彰自祝！！
三谷 滋伸
１８ヵ年在籍自祝
在本 茂

☆☆ 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

１名
０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

65名
46名(58名)
20名
12名

ホームクラブ６ヶ月皆出席を自祝して。
奥 崇
本日、マディが無事帰国しました。約８ヶ月間
協力していただき有り難うございました。ウェ
ルカムパーティーでの剰余金6,000円を加えてニ
コニコさせていただきます。
青少年交換委員会
復帰第一戦、思いもかけず優勝。皆様に感謝。
小寺 一矢
ゴルフ同好会欠席のお詫び。
中村 健輔
平成24
合計金
73,000円
平成24年
24年4月12日
12日
73,000円
累計金 2,489,000円
2,489,000円

☆☆ 交換留学生帰国 ☆☆
交換留学生のマディさんが、4月12日アメリ
カへ帰国されました。
ホストファミリーの長谷川様ご家族、浅井
副会長、徳岡会員、山本会員、山村会員とお嬢
様、地区委員の方等、総勢１２名の方々が早朝
にもかかわらず、大勢見送りにきていただき
ました。
マディも何度もハグをしたりして、８ヶ月
間の日本生活の良い思い出と共に関空を後に
しました。
会員の皆様のご協力に感謝致します。
青少年交換委員長 髙田

３/８ 残
高 2873円
４/12 受
入 100円
現 在 高 2973円

中島 清治 会員
まず最初に、先月の例会におきまして、
TAKIBIカレープロジェクトに対しまして、合計
40万円を超える寄付をいただき、本当にあり
がとうございます。改めてこの場をお借りし
て御礼申し上げます。有意義に使わせていた
だきたいと思います。
先月10日、11日と岩手県の山田町のほうに
行ってまいりました。現地の方と今後の活動
について相談をしてきました。
ついでに沿岸の方を見て回ってきたので、
陸前高田町や大船渡、山田町、気仙沼、南三
陸の町の様子を写真に収めてきました。
私たちのこれまでの活動については、ホー
ムページを作成して報告をしています。昨年
６月11日に活動を始めて以来、毎月だいたい2
回の割合で活動を継続してきました。本年2月
19日には、鍬田ロータリアンと三谷ロータリ
アンにも参加いただきました。非常に寒い中
で、ご協力いただきありがとうございまし
た。
今後の予定ですが、来週末と5月、6月にも2
回ずつ活動を行います。RACのメンバーにも是
非参加してもらえればと思っています。
私たちの活動は、7月以降、現地の方が新し
く店舗を開かれることに合わせて、お昼間の
時間帯を有償でお借りさせていただき、ラン
チにカレーを提供することを考えています。
いよいよ、ビジネスを想定したカレーの提供
を始めたいと思っています。

友 と呼 べる のは

コインサービスの報告

「 東日本大震災の現状について 」

大阪天満橋 ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一
大阪天満橋 ＲＣ
作曲 山 口 福 男

ロータリー財団
米山奨学会

☆☆ 先週（ 4 月 12 日）の卓話 ☆☆

一、友 と呼 べる のは 信 じ合 って いるから
友 と呼 べる のは ねが いが同じだ から
一人 一人 の しごとは違 っても
平和 で暖 か い 世界を作 るために
平和 で暖 か い 世界を作 るために
おお ロータリー ロータリークラブ

・マンハッタンクラムチャウダー
・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とポテトのソテー添え
・レモンライムメレンゲタルト、オレンジグランマ
ニエソース
・ブレッド
・コーヒー

4月12日の出席率
79.31%
４週間前（3月22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
5名（欠席者10名)

二、友 と呼 べる のは 許 し合 って いるから
友 と呼 べる のは のぞ みが同じだ から
一人 一人 の 時間 は違 っても
奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために
奉 仕 の理想を 世界 に満 たすために
おお ロータリー ロータリークラブ

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

