
戸の中国酒家で・・・ ２月１４日は中央電気

倶楽部・えれき亭にて開催して頂きました。純

白のフカヒレのお刺身 かたや鹿児島特産の

すき焼きと、グルメ合戦の両集会でとても楽し

いひと時でした。中川・二宮・岡本・岸本各テー

ブルマスター大変お世話になりました。 

２.２月１５日にIM６組睦輪会 会長・幹事交流

会を当クラブが幹事で北浜のマリリンズ・キッ

チンで開催しました。大変みなさまに喜んで頂

き、孤軍奮闘の永田幹事ありがとうございました。 

 最後に、２月２４日国立競技場でラグビー日本

選手権決勝です。サントリーと神戸製鋼の激突で

す。神戸製鋼は２０００年にサントリーと２７対２

７の史上初の同点優勝以来１３年ぶりの栄光を

目指します。勝っても負けても久々の雄姿にエー

ルを送りましょう！！ 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 国際ロータリーをかたったメールが出回って

おります。国際ロータリーから個人情報（メー

ルアドレス、パスワード等）や金銭を要求する

メールが届く事はありませんので充分ご注意

ください。 

② 「春のライラ（初級）」開催のご案内を本日お

配りしております。 

③ 「2013～2014年度版ロータリー手帳」のお申し

込みは本日中に事務局までお願いいたします。 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは！！ビジター・ゲストの皆様

ようこそお越しくださいました。会員の皆様方

も多数ご出席ありがとうございます。  

立春も過ぎまして、なんとなく梅の香が漂っ

て参る頃でございます。来週は当クラブの恒例

行事でございます大阪天満宮・盆梅展鑑賞と亀

の池での観梅の会です。多くの皆様にご出席頂

き、楽しいひと時をお過ごし頂き、のどかな春を

呼びたく思います。 

２月と３月はクラブのスケジュールが多々ご

ざいますのでご報告申し上げます。 

2月09日ｲﾝﾀー ｼﾃｨﾐー ﾃｨﾝｸ゙   2月15日睦輪会交流会 

2月24日青年功績賞・信太山  2月28日観梅の会                    

3月03日青年功績賞・東大阪  

3月08日青年功績賞・ﾄ゙ ﾝーｾﾝﾀー  

3月08日東日本復興支援ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻー ﾄ 

3月09日陽明RC記念式典 3月10日国際RACDAY式典 

3月22日大手前RC30周年 3月30日中之島RC20周年  

 他に其々の地区委員長会議・地区補助金管理セ

ミナーなど目白押しですが、関係各位のみなさま

何分よろしくお願い申し上げます。 

☆会長報告  

１.２月７日にテーブル情報集会が久方振りに神

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2192回） 

２）ソング  雪山讃歌 

３）卓 話 「新入会員自己紹介」 

           髙井 宗一郎会員 

４）3月度定例理事会 

   

   次週（３月７日）のお知らせ 

１）例 会 （2193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 「脳を科学するＮＬＰ心理学」 

  マインドトレーナー 木村 真希 様 

              寺内 清視会員 紹介 
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例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪４F 

会 長 川原 和彦  幹 事 永田 秀次  広報委員長 高良 尚志 
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④ 大阪大手前ロータリークラブ創立30周年記念

式典・祝宴の出欠のご返事を事務局までお願

いいたします。 

⑤ 「傘寿を祝う昼食会」出欠のご返事を事務局

までお願いいたします。 

⑥ 観梅の出欠のご返事を事務局までお願いいた

します。 

⑦ 次週例会終了後 3月度定例理事会を開催いた

します。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。 

⑧ №1.2.3テーブル情報集会が22日（金）18：00か

ら「おらんく屋 北新地西店」にて開催されま

す。ご出席の方は宜しくお願いいたします。 

⑨ 本日例会終了後第3回被選理事会を「平安の

間」にて開催いたします。関係各位宜しくお願

い致します。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

一人旅の宇宙旅行をして三途の川を渡りました

が、元気に金婚式と喜寿を迎えることができま

した。お花有難うございました。Good Luck  

 重里 國麿 

結婚記念日自祝 藤井 弁次 

結婚記念日自祝 成松 正和 

重里先輩 金婚式誠におめでとうございます。

益々のお幸せを祈ります。 川原 和彦 

本日の卓話よろしくお願いします。末澤 正大 

末澤会員ようこそ!!来週から毎週お会いできま

すように!! 川原 和彦 

末澤さん卓話楽しみにしています。 在本 茂 

末澤正大さん!!大ちゃんの卓話、誠に喜こばし

いです。ありがとう。 中川 政照 

末澤会員 おひさしぶりです。おかえりなさい。

本日卓話がんばって下さいネ 永田 秀次 

平成25年2月21日  合計金   51,000円 

          累計金 1,980,000円 

☆☆ 先週（2月 21 日）の卓話 ☆☆ 

「45歳と45年の歩み」 

末澤 正大会員 

ロータリークラブに入会して、もう１１年に

なりました。最近はこれといった活動も出来ず、

皆様にご迷惑をおかけしておりますことをまず

もってお詫びさせていただきます。 

祖父、父と私で三世代で天満橋ロータリーク

ラブの会員になっておりますまだまだ４５歳の

若輩者です。年だけを４５年間重ね過ごしてき

たように思え、皆様方に鍛えられてここまでこ

られたものと思っております。 

過去に２,３度卓話の機会を与えていただき、

偉そうにも自身の生業でもあります「エネル

ギー」について話させていただきましたが、あれ

から考えると随分と情勢が変わったように思わ

れます。一昨年の東北の大震災以来エネルギー

情勢も様変わりしてしまいました。 

電気の社会や、水素の社会がやってくるもの

と申し上げましたが、まだまだ旧態依然のエネ

ルギーが運良く生き残っております。これから

の社会情勢により、自然エネルギーの太陽光や

風力、火山地帯である日本の地熱を利用したエ

ネルギー、地中深くの岩盤より採掘される

シェールガス、海底の底にある燃える氷のメタ

ンハイドレード、休耕田を利用し石油の精製が

できる藻「オーランチオキトリウム」などといっ

た新世代のエネルギーが注目されておりますの

で、次世代へ繋いでいける燃料商としてこれか

らも頑張ってまいります。 

本日はありがとうございました。 

☆☆ 本日のメニュー ☆☆ 

ミネストローネスープ、ピストー添え 

若鶏胸肉のピカタ、茸のデュクセルソース添え 

ポレンタのフライとカポナータ 

マンゴとミルクチョコレートのムース、ブラウン

シュガークランブル添え 

パン   コーヒー 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ４名 会員総数 69名 

国内ゲスト  １名 会員出席 52名(61名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 21名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席   9名 

2月21日の出席率 85.25％ 

４週間前（1月31日）の 

メークアップを含む出席率 82.81％ 

メークアップ実施会員     4名（欠席者15名) 

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪ 

３月第１例会のお知らせ 

日 時：3月3日（日）13:00～15:00 
内  容：「It's Whisky Time～ウイスキーの世 
           界は奥深い～」 
            （担当：専門知識開発委員会） 
場  所：サントリー山崎蒸留所 
登録料：1,500円 
登録先：幹事 谷 綾花 
 mail：tenmabashi@2660rac.org 
   TEL：09051247458 
登録締切：2月27日（水） 


