OSAKA-TEMMABASHI
ROTARY Club Weekly Bulletin
第2 6 6 0地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日
事務局 〒530530-0001 大阪市北区梅田1
大阪市北区梅田1丁目9
丁目9番20号
20号 大阪マルビル第一ホテル
大阪マルビル第一ホテル
例 会 毎週木曜日 12時
12時30分
30分 ヒルトン大阪
ヒルトン大阪４
大阪４F
会 長 二宮秀造
幹 事 中島豊彦
広報委員長 奥
崇

20112011-2012年度
2012年度 国際ロータリーのテーマ

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/

＜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 ７ ２０１１ ＮＯ．２１１７
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2117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
３）卓 話 「会長・副会長・幹事
・理事就任挨拶」
二宮 秀造会長ほか

『会長就任にあたり』
会長 二宮 秀造
この度は、伝統と輝かしい実績のある、大阪天
満橋ロータリークラブ第４４代の会長にご指名
いただきまして深謝申し上げます。
もとより、浅学非才の身ではございますが、こ
の大役は大変な重責であり、お引受した以上は
粉骨砕身の覚悟で頑張ります。会員の皆様、どう
ぞ一年間ご協力何卒よろしくお願い申し上げま
す。
【今年度国際ロータリーの方針】
2011－2012年度 国際ロータリーのテーマは、
「こころの中を見つめよう博愛を広げるため
に」－Reach Within to Embrace Humanity－ で
す。今年度ＲＩ会長、カルヤン・バネルジー氏（イ
ンド、グジャラート州、バピＲＣ、職業は農薬
メーカーの重役）は、上記のテーマのもと、３つ
の強調事項を示されました。１．家族（family）
２．継続（continuity）３．変化（change）

次週（７月１４日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング

（2118回）
我等の生業

３）クラブ協議会

更に、カルヤン・バネルジーＲＩ会長は、国際
ロータリー長期計画を発表されました。
「ビジョン」 私たちは世界中の地域社会に
おける人々の生活の改善に貢献するため、活発
で行動力のあるクラブから成り、人々から選ば
れる奉仕組織である。優先項目として１．クラブ
サポートと強化２．人道的奉仕の重点化と増加
３．公共イメージと認知度の向上
【ＲＩ第２６６０地区方針】
2011－2012年度 ＲＩ第2660地区ガバナーは、
大阪城南ロータリークラブの岡部泰鑑氏です。
ＲＩ第2660地区のテーマ
「見直しをすすめ新た
たな第一歩を」を掲げられ、４つの強調事項を発
表されました。１．クラブのサポートと強化２．
人道的奉仕の重点化と増加３．公共イメージと
認知度の向上４．未来の夢計画（Future Vision
Plan）
【本年度の運営と活動方針】
ＲＩのテーマ及びＲＩ第2660地区の方針に従
いながら、大阪天満橋ロータリークラブ会長と
して、諸先輩が作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、会員の皆様と共
に、会員が活き活きした形で 参画してもらえ
るクラブ運営を心がけてゆきたいと考えており
ます。
クラブテーマとしては、
ＲＩ第2660地区のテー
テーマ「見直しをすすめ新たな第一歩を」をもと
に、「変革（change）」を提唱いたします。

☆☆ 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

４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
49名(60名)
21名
11名

今私達を取り巻く環境は、未曾有の災害にみ
まわれ、戦後最大のピンチに立たされました。
この時代の中で自分一人一人がロータリアン
としての自覚を持ち、四つのテストのもとで「自
分が変り」日本国を支えていこうではありませ
んか！そして、日本人としての長所「勤勉」「実
直」「努力」をモットーとして、自分に置かれて
いる立場から大いに飛躍しようではありません
か！経済復興には、長期間かかるかもわかりま
せんが、他人の苦しみを自分の身として受け止
め、お互いに手を取り合って生きていこうでは
ありませんか。クラブ運営のお願いとしまして、
下記４点をお願い申し上げます。
１．例会出席はロータリアンの原点でありま
す。やむをえず欠席の場合は、メークアップ
を大いに利用して欲しいと思います。
２．例会時には、会員相互「声かけ」をお願い
します。明るく楽しい例会を作りましょう。
３．所属する委員会、クラブ行事にはつとめて
参加して欲しいと思います。必ずや新しい
「友人」が見つかるはずです。
４．会員増強は会員一人一人が「増強委員長」
です。どうか、各会員が一人をご推薦お願い
申し上げます。これはクラブ「活性化」にも
つながり、真剣に取り組まなければなら
ない重要なテーマだと思います。
以上、お願い申し上げましたが、この一年活気
溢れるクラブライフを会員の皆様と共に歩んで
いく所存でございます。
会員、理事、役員の皆様のご理解とご協力を何
卒よろしくお願い申し上げます。

☆☆ ７月度のお誕生日 ☆☆
13日 川本 浩

16日 中島 豊彦
（以上敬称略）

＊＊ 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「2011～2012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。

）内は会員総数を基準とした値

6月30日の出席率
81.67％
４週間前（6月2日）の
メークアップを含む出席率 88.33％
メークアップ実施会員
４名（欠席者11名)
③次々週開催されます「クラブ協議会」のご案内
を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「青少年交換来日学生 キャットのフェアウ
エルパーティー」への出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
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本日中央電気倶楽部にて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。
⑦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、この１年間支えて頂き有難うござ
いました。心よりお礼申し上げます。又、次年
度二宮丸にも引き続き御支援お願いします。
中村 健輔
１年間皆様の御協力により幹事を無事務める事
ができました。
山村 朋史
井戸ＳＡＡ一年間ご苦労様でした。 川本 浩
中川会員にお世話になりました。 川本 浩
会長、幹事、役員の皆様一年間ご苦労様でし
た。
衣斐 孝雄
中村会長をはじめ役員の皆様有難うございまし
た。
井戸 幹雄
「な」何もなく「か」会務を「む」無理せずに
「ら」楽に「けん」健全で「す」素晴らしい
「け」健輔さんでした。一年間ご苦労様でし
た。シミコミのジュウリより
重里 國麿
中村会長ご立派でした 山本副会長、山村幹事
もよく努められました この一年、役員の皆様
に感謝して
坂本 一民
中村(健)会長、山本副会長、山村幹事ご苦労様
でした。
南川 和茂
全国弁護士協同組合理事長の２年の任期を無事
終えました。自祝
南川 和茂
永田会員に大変お世話になりました。
南川 和茂
中村会長、山本副会長、山村幹事、一年間ご苦
労様でした。
福原 哲晃
中村会長１年間本当によくやっていただき感謝
申し上げます。
二宮 秀造

中村会長ご苦労様でした。立派な会長でした。
小寺 一矢
中村会長、山村幹事１年間大変ご苦労様でし
た。
橋本 守之
中村会長一年間ご苦労様でした。 郡 悦清
中村会長、山村幹事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
中村会長、山本副会長、山村幹事ごくろうさま
でした
中島 豊彦
中村丸一年間ご苦労様でした。
浅井 顯一
職業奉仕委員長を無事終えて。中村会長はじめ
理事、役員の方々に感謝します。 髙田 肇
中村会長一年間御苦労様でした。 中村 修
中村会長一年間おつかれ様でした。お世話にな
りありがとうございました。
中野 格
中村丸無事帰港オツカレサマデシタ 安田 義治
先週はありがとうございました そして中村会
長１年間お疲れさまでした
中島 清治
娘の芹菜は昨夜無事帰国しました 山村 朋史
１年間皆出席自祝
井戸 幹雄
ホームクラブ年間皆出席を自祝して 奥 崇
メークアップを含む１年間皆出席表彰自祝
大矢 平治
・この一年、皆様のご協力ご支援に感謝して
・ホームクラブ一年間皆出席自祝 山本 喬一
メークアップを含む１年間皆出席自祝
髙田 肇
ホームクラブ一年間皆出席自祝
安田 義治
メークアップを含む１年間皆出席自祝
中島 豊彦
年間皆出席自祝。中村会長、山本副会長、山村
幹事、お疲れ様でした。
高良 尚志
１年間皆出席自祝
中川 政照
・メークアップを含む１年間皆出席自祝
・会長はじめ執行部の方御苦労様でした。
成松 正和
一年間皆出席できて感謝しています。岡本 健
ホームクラブ１年間皆出席自祝
中島 康之
結婚お祝いの花ありがとうございました。なん
とか３３年間続きました。
山田 雅則
国際奉仕活動へのこの１年間のご協力に感謝致
します。
大矢 平治
髙田チーム頑張って下さい。
青少年交換委員会一同
木村 忠夫
一年間ありがとう
徳岡昭七郎
本年一年まことに有難うございました。トータ
ル3,163,090円となりました。
ＳＡＡ一同
平成23
平成23年
23年6月30日
30日

合計金

304,000円
304,000円

累計金 3,163,
163,090円
090円

☆☆ 20102010-11 年度・最終例会 ☆☆
髙松ソング委員長の指揮で中村会長推薦ソン
グ「見上げてごらん夜の星を」を合唱した後、中
村会長のご挨拶、山村幹事から最後の幹事報告、
年間表彰の後、福井会員の乾杯で最終例会が始
まりました。しばし談笑のあと、当クラブの青少
年交換学生としてアメリカ・ミズーリ州へ派遣
されていました山村芹菜さんより帰国の報告が
ありました。そして山本副会長からミズーリ州
RI6080地区青少年交換委員会より山村芹菜さん
の大変変充実した1年間の留学生活と活動に絶
賛のメッセージをいただいてると紹介がありま
した。例会の最後に二宮会長エレクトのご挨拶
で例会がお開きになりました。

－－ 木槌伝達式 －－
最終例会終了後、恒例の木槌伝達式があり、中
村健輔2010-11年度会長より、二宮秀造2011-12年
度会長に木槌が手渡されました。

座

席

表

（２０１１～２０１２年度 ７月～９月）

川原・浅井

二宮・中島(豊)・永田

◎テーブルマスター ○サブマスター 敬称略
テーブルNo.

会

員

名

Ｎｏ．１

◎鍬田・○西村・木村・岸本・森本・小澤・土井・大矢

Ｎｏ．２

◎三谷・○高良・金田・郡・徳岡・北村・坂本・橋本

Ｎｏ．３

◎奥・○成松・衣斐・中村(修)・藤井・中野・谷本

Ｎｏ．４

◎目幸・○溝手・西井・山村・中島(康)・浅川・山田雅浩・保倉

Ｎｏ．５

◎在本・○内田・川本・重里・寺井・末澤・安田・中村(健)

Ｎｏ．６

◎髙田・○山田雅則・宇野・中島(清)・寺村・南川・福井・井戸

Ｎｏ．７

◎荒木・○梅本・椹木・宮下・福原・山本・寺内・髙松

Ｎｏ．８

◎石田・○西浦・中川・濱本・松宮・岡本・小寺

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・蟹とアボカドを詰めたトマトの“ロザス”
仕立て、ガスパッチョソース
・牛フィレ肉のロースト、プロバンス風ベジ
タブルと粒マスタード風味のジュ
・苺とヨーグルトのムース、ライチのシャー
ベット添え
・ライス
・コーヒー

山村芹菜さんへのメッセージ

奉 仕 のののの理想

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

な りわ い

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉 仕 の理 想 に集 いし友 よ

みく に

御 国 に捧 げ ん 我 等 の生 業

くおん

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和

め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

とわ

永 久 に栄 え よ

我 等 の ロー タ リ ー

ロー タ リ ー

