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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
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友情を深めるか
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ロータリー親睦 活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（６月２１日）のお知らせ
１）例 会 （2160回）
２）ソング
ロータリー讃歌
３）卓 話 「ホテル宴会の裏話」

１）例 会 （2159回）
２）ソング
我等の生業
３）クラブ協議会（新旧合同）

西村 功 会員

☆☆ ６月度の在籍表彰 ☆☆
35ヵ年
34ヵ年
25ヵ年
9ヵ年

坂本
髙松
小寺
目幸

一民
貞彦
一矢
文範

35ヵ年
32ヵ年
24ヵ年
9ヵ年

宇野
衣斐
重里
中島

稔
孝雄
國麿
康之

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
福井 興

中村 修

坂本 一民
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
会員の皆様、こんにちは。来訪ロータリアンの
皆様、そして米山奨学生の祝 方悦さんようこそ
お越しいただきました。どうぞごゆっくりお過
ごし下さい。本日よりクールビズを実施いたし
ます。
本日、新入会員インフォメーションが朝11時
にあり、髙橋 弘泰さんが入会されました。これ
で会員増強は純増+２名となりました。入会に尽
力をされました浅井副会長、山田 雅浩理事、中
島 清治会員に心より感謝を申し上げます。4名入
会され、当クラブも元気になることでしょう。
ロータリークラブは、「老、壮、青」が相互に
活性して行くと言はれています。我々には矍鑠
とした長老が沢山おられ、見ていますと例会に
は11時30分に来られ、和やかにそして熱心に交流
されていて「大いに見習はないといけない」と思
います。
先週、最後の№6・7テーブル情報集会がありま
した。中村 修会員のお店で飲んで食べて5000円
でやってもらいましたこと有難く感謝申し上げ
ます。その席上で中村直前会長にお孫さんが誕
生されたと言う嬉しいニュースが入り中川会員
より祝福のシャンパンが差し入れられ、中村直

前会長がコルクを抜きますと「バーン」という音
で天井まで 飛び出し、全員で拍手でお祝いい
たしました。
次週例会場は、5階桜山の間になりますがホテ
ルの都合上12時15分の開場になります。受付は通
常どうり11時30分ですが、ロビーで歓談がゆっく
り取れるようにお願いしています。悪しからず
宜しくお願い申し上げます。
また次週は、1時から今年度最後のクラブ協議
会を開催しますので多くの会員の皆様ご参加お
願い申し上げます。
最後に、山田雅浩社会奉仕委員長の計画で、6
月6日に重里会員の日本分析専門学校に於いて
大阪赤十字血液センターに献血を協力しまし
た。今後は、日本分析専門学校の協賛事業として
献血事業を継続して行く事で重里校長と話し合
いができました。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①6月1日からロータリーレートが1ドル＝80円に
変更になっております。
②新入会員歓迎会を6月21日（木）に開催させて
いただきます。多数のご参加をお願いいたし
ます。
③「大阪天満橋四十五周年記念家族会のお知ら
せ」を本日お配りしております。
④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。
⑤6月14日（木）13：00から開催されますクラブ協
議会の出欠のご返事ならびに報告書原稿のご
提出がまだの方は早急に事務局までお願いい
たします。なお、クラブ協議会のご案内で開始
時間が13：30となっておりましたが13：00の
間違いですので宜しくお願いいたします。

☆☆ 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
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

69名
56名(64名)
20名
8名

⑥「新旧理事・役員・委員長懇親会」の出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
⑦次週6月14日 例会場（5Ｆ「桜山の間」）の開場
が都合により12：15になります。
皆様にはご迷
惑をおかけすることになりますがご了承頂き
ます様お願い申し上げます。受付等は通常通
りに行っております
⑧本日18：00より「ガスビル食堂」にて「2012～
2013年度理事・役員・委員長・副委員長懇親会」
が開催されます。関係各位宜しくお願いいた
します。

☆☆ 新入会員へバッジの贈呈 ☆☆

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

・松花堂弁当

・コーヒー
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一、我等 の生業さまざまなれど

やわらぎ む つび

集 いて図る心は 一つ
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求むるところは平和親睦
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力むるところは向上奉仕

おゝロータリアン 我等 の集 い
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５/24 残
高 3073円
５/31 受
入
50円
現 在 高 3123円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

あわ

コインサービスの報告

「 大阪府印刷工業組合理事長の４年間 」
西井 幾雄 会員
昨年の夏に癌の手術をするまでは、癌などの
大病を患うか、会社が潰れるようなことになる
までは、あと１期はやって貰わないと言われて
いましたが、幸か不幸か、大腸癌を患い、会社が
売上不振になり、無事に５月２３日の総会で、大
阪府印刷工業組合の理事長を終えました。
１９８０年にナニワ印刷に常務として入社し
ました。当社は活版印刷が主力でした。しかし当
時には既にカラーテレビ、
カラー印刷が普及して
おり、カラーの時代に入っていました。活版印刷
からオフセット印刷の変革期で苦労をしました。
今では印刷業界はアナログからデジタル時代に
変わっており、
このままでは業界は儲からなくな
るとの危機感から、業態を変えなければならない
との意識が印刷業界に萌芽していました。
それを業態変革との言葉として発されました。
「業態変革」とは業態のビジネスの有り様です。
どのように仕事をしているか、お客さまと、どの
ような関係しているか、これを業態と考えていま
す。
「変革は」は自らの意志で自分を変えることで
す。能動的なものであると考えています。つまり
「業態変革」は自社の業務の有り様、自社のビジ
ネスをお客様の為に自ら変えていくことです。
この観点に、
私が参画した経営革新委員会では
印刷業界が変わろうとしています。
しかし多様な
メディアの時代になり、多様なサービスと非価格
競争を構築しなければ、印刷はなくなりませんが
厳しい環境は続くと思われます。

人の世挙りて光を浴み つ

ロータリー財団
米山奨学会

合計金
97,139円
97,139円
累計金 2,877,639
2,877,639円
円

☆☆ 先週（ 6 月 7 日）の卓話 ☆☆

力を協せて争 忌むを

平成24
平成24年
24年6月7日

6月7日の出席率
87.50％
４週間前（5月17日）の
メークアップを含む出席率 90.00％
メークアップ実施会員
5名（欠席者11名)

おゝロータリアン 我等 の集 い

本日の卓話、宜しくお願いします。 西井 幾雄
誕生日自祝
保倉 賢造
誕生日自祝
溝手 悟
結婚記念日自祝
小寺 一矢
在籍表彰自祝
宇野 稔
本日のパスト会長会ご出席ありがとうございま
した。貴重なご意見を肝にガンバッテ参りま
す。
川原 和彦
髙橋弘泰さん、このたびのご入会おめでとうご
ざいます。
川原 和彦
髙橋弘泰会員、ご入会おめでとうございます。
会員強化委員会
先週、６番、７番テーブル情報集会の最中に孫
が産まれ、皆様からシャンパンで祝って頂いた
事に感謝して。
中村 健輔
例会連続欠席のおわび。
勝見 茂
全ての事業が無事終了!!感謝を込めて！ありが
とうございました。
親睦活動委員会

）内は会員総数を基準とした値

