
けしてますが、本日の例会で決議を取らせてい
ただきますのでよろしくお願い申し上げます。 
また来週25日は、IM第6組の「睦輪会」で新旧会

会長幹事の交代会がホテルグランビアで行はれ
ます。私の会長もいよいよ終わりに近づきまし
たが最後まで気を引き締めて行きます。 
最後に、RI日本事務局より金田五郎会員、木村

忠夫会員、松宮清隆会員、中村健輔夫会員にマル
チプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン、そし
て西浦司会員、高良尚志会員にはポール・ハリ
ス・フェローの認証状とピン、また在本 茂会員
にはベネファクターの認証状とピンが届いてお
りますので後程お渡しいたします。 

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

① 「2012－2013 ＧＳＥ派遣団募集について」ご
案内が参っております。詳細につきましては
掲示板のポスターをご覧頂くか、受付にパン
フレットも置いております。 

② 「日韓ロータリー親善会議開催の登録のご案
内」が届いております。詳細につきましては掲
示板をご覧ください。 

③ 本日理事・役員・委員長に「2011～2012年度活
動報告書提出のお願い」をさせていただいて
おります。活動報告書をご提出いただけます
委員会から随時ご提出お願いいたします。 

④ 「2012～2013年度理事・役員・委員長・副委員
長懇親会のご案内」をお配りしております。 

⑤ 青少年交換派遣学生の長谷川さあやさんから
報告書が届いておりますのでお配りしていま
す。 

⑥ 新入会員アフターインフォメーションの出欠
のご返事を本日中に事務局までお願いいたし
ます。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    ５月度の在籍表彰５月度の在籍表彰５月度の在籍表彰５月度の在籍表彰    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

  40ヵ年 寺井 種伯  5ヵ年 宮下 佳昭 

   3ヵ年 中野 格   2ヵ年 中村 修 

  1ヵ年 中島 清治 

☆☆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☆☆    

  中島 康之  中村 健輔  中野 格 

  髙松 貞彦  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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

来訪ロータリアンの皆様、用ようこそお越し
くださいました。どうぞごゆっくりお過ごし下
さい。 
さて日増しに暑くなり、民間企業や公的機関

で「クールビズ」が5月初めより採用されてます。
当クラブでは、クールビズの実施を5月31日の理
事会で決めたいと思います。 
会長報告ですが、大変喜ばしいお話しがござ

います。名誉ある「旭日中綬賞」を当クラブの小
寺一矢会員が受賞れました。誠におめでとうご
ざいます。小寺会員の日頃の法曹界でのご活躍
が認められた事とお慶び申し上げます。会員を
代表してお祝いの言葉とさせていただきます。 
また4月28日に開催された2012～13年度のため

の地区協議会で、当クラブより25名の会員が朝早
くから会場設営や登録受付を一生懸命していた
だき感謝申し上げます。孫クラブの大阪中之島
ロータリークラブの高島ガバナーエレクトより
お礼状が届いております。当日参加されました
会員の皆様、本当に有難うございました。 
そして、既にクラブ細則改正案を皆様にお届

☆☆ 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 （2156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 「この木なんの木」 
             中野 格 会員    
４）第４）第４）第４）第6666回被選理事会回被選理事会回被選理事会回被選理事会    

 

 

   次週（５月３１日）のお知らせ次週（５月３１日）のお知らせ次週（５月３１日）のお知らせ次週（５月３１日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2157回）    
２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  みかんの花咲く丘 
３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「上方文化の深淵 
          ～書画を愉しむ心～」 
  大阪商業大学商業史博物館  
    主席学芸員  明尾 圭造 様 
           西浦 司 会員紹介 
４）４）４）４）6666月度定例理事会（新旧合同）月度定例理事会（新旧合同）月度定例理事会（新旧合同）月度定例理事会（新旧合同）    

            ＭＡＹＭＡＹＭＡＹＭＡＹ    ２４２４２４２４    ２０１２２０１２２０１２２０１２    ＮＯ．２１５６ＮＯ．２１５６ＮＯ．２１５６ＮＯ．２１５６                    

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://temmabashirc.xsrv.jp/ 
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例例例例    会会会会    毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日 12 12 12 12時時時時30303030分分分分    ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン大阪大阪大阪大阪４４４４FFFF    

会会会会    長長長長    二宮秀造二宮秀造二宮秀造二宮秀造         幹幹幹幹    事事事事    中島豊彦中島豊彦中島豊彦中島豊彦         広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長    奥奥奥奥        崇崇崇崇    

ROTARY Club Weekly BulletinROTARY Club Weekly BulletinROTARY Club Weekly BulletinROTARY Club Weekly Bulletin    

2011201120112011----2012201220122012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    

＜＜＜＜四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト＞＞＞＞１１１１．．．．真実真実真実真実かどうかかどうかかどうかかどうか    ２２２２．．．．みんなにみんなにみんなにみんなに公平公平公平公平かかかか    ３３３３．．．．好意好意好意好意とととと友情友情友情友情をををを深深深深めるめるめるめるかかかか    ４４４４．．．．みんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうか 



⑦ №6・7テーブル情報集会の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。 

⑧ 次週例会終了後10Ｆ「飛鳥の間」にて第6回被
選理事会が開催されます。本日ご案内させて
頂いておりますので関係各位宜しくお願いい
たします。 

⑨ 本日例会最後に、先にお知らせしております
クラブ細則改正案「第5条 入会金および会費 
第1節」ならびに「第15条 附則」につきまして
の決議を取らせて頂きますのでお願いいたし
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    

地区協議会お世話になりました。誠にありがとう
ございます。     大阪中之島RC 前田 隆司 
本日卓話よろしくお願いします。   中村 修 
誕生日自祝            浅川 正英 
誕生日自祝            中島 康之 
誕生日自祝            二宮 秀造 
誕生日自祝            山田 雅浩 
お花をありがとうございました。  岸本 良一 
2004～2005年の交換学生でお世話になったチェ
コのオンドラ君が、休日を利用して里帰りしまし
た。その節はお世話になりました。 
                 木村 忠夫 
橋本会員お世話になりました。   在本 茂 
橋本会員先日はありがとうございました。 
                 川原 和彦 
平成平成平成平成24242424年年年年5555月月月月17171717日日日日        合計金合計金合計金合計金            53,00053,00053,00053,000円円円円    
                                        累計金累計金累計金累計金    2,617,5002,617,5002,617,5002,617,500円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（ 5 5 5 5 月月月月 17171717 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「食、美味しい話」「食、美味しい話」「食、美味しい話」「食、美味しい話」    
中村 修会員 

「北海道」 四季を通じ色々な食べ物が楽し
めます。さけ、イクラ、毛ガニ、ホタテ、ウニ、
ニシン,ホッケ、ツブ貝、ししゃも、等々数え上
げれば、きりが御座いません。 
何故、北海道と言いますのも、義母の出身地で

御座います。連れ合いを亡くし最後は北海道で
過ごしたいと本人の希望でした。最後の２２年
を生まれた地で過ごしました。 
毎年一度は義母の顔を見に出かけました。10

年過ぎた時に重症筋無力症にかかり。入院、手
術、成功しましたが、この年より年２回行くよう
になりました。合計三十数度北海道に行きまし
た、続きは卓話にて。 
時間が有ればですが、ガスや電気よりも炭火

焼きがおいしい理由をお話いたします。炭火焼
きが美味しい理由は”強火の遠火”が出来るこ
と！焼き物の基本である、”強火の遠火”がなぜ
良いのかというと、遠火で強い熱を加えると、表

面に良い焦げ目がついて食材のなかの旨みが閉
じ込められるので、やわらかく仕上がることが
出来るからです。備長炭からは、強い火力が得ら
れるので、遠火にしても高温の状態が保て”強火
の遠火”には理想的な火力と言えます。 
また、焼き物が「パリッ」と仕上がるわけは、

ウバメガシを焼いて備長炭を作る時、原木の水
分を完全に出してしまうので、水蒸気を含んで
いるガス火よりカラッとしているからです。 
もう一つ炭火焼きがおいしい理由に「近赤外

線」による効果が有ります。遠赤外線では御座い
ません。この続きも卓話にて、 

☆☆☆☆    №３・４・５テーブル情報集会№３・４・５テーブル情報集会№３・４・５テーブル情報集会№３・４・５テーブル情報集会    ☆☆☆☆    

５月１０日（木）北区曽根崎新地の逢坂北新地
店にて、ＮＯ．３・４・５テーブルの情報集会が
行われました。同店の地下の隠れ屋風の和室で、
参加総数１９名の会合となりました。二宮会長
の挨拶に続き、福井パスト会長の乾杯の音頭が
あり、米山奨学生の祝方悦さんを交えての宴が
スタートしました。各自好みのお酒と心の篭っ
た会席料理に舌鼓を打ちながら、ロータリーの
話等、時間を忘れて和やかで終始笑いが絶えな
い楽しい情報集会でした。宴の終りに川原会長
エレクトの軽妙洒脱な閉会挨拶があり、集合写
真撮影を最後にお開きとなりました。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    
・牛挽肉とトマトのとろみスープ 
・チキンのグリーンマスタードソース ヌード 
 ル、グリーンピース、キャロットヴィッシー添 
 え 
・ルバーブコンポートと苺のアイスクリーム 
・ブレッド・ コーヒー 

 ♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪    
6月第1例会のお知らせ 

日 時：6月6日（水）19:15～20:50 
内  容：「バタフライ効果を考える」 
    （担当：専門知識開発委員会） 
場  所：錦城閣 
登録料：3,000円 
登録先：幹事 中井 大輔 
 mail：tenmabashi@2660rac.org 
   TEL：08014081892 
登録締切：6月1日（金) 

 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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 ６名 会員総数 65名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 49名(60名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 20名 

外国ゲスト  １名 会員欠席 11名 

5月17日の出席率 81.67％ 

６週間前（4月12日）の 

メークアップを含む出席率 89.66％ 

メークアップ実施会員     6名（欠席者12名) 


