
二人の担当部長さまにご出席頂いております。

双方で入念に準備を重ねて参りますので、何分

よろしくお願い申し上げます。 

☆会長報告 

１.１ 明日 大阪城東ロータリークラブの４０

周年記念式典が、ホテルニューオータニで開催 

永田幹事と出席してまいります。 

最後に、ゴールデンウィークに入りますので、

例会は連続２回休会となりますが、どうぞレ

ジャーやご旅行などご満喫くださいませ！ 

例会も残りわずか６回となりました・・・・・

心引き締めてがんばります。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 
① 5月1日からロータリーレートが1ドル＝98円に

変更になります。（現行1ドル＝94円） 

② 本日 5、6月卓話予定表をお届けしていますの

で、担当になられた方は3週間前までにテーマ

及び卓話者を事務局までお願いいたします。 

③ 「2013～2014年度 理事・役員・委員会一覧」

をお配りしております。 

④ 次年度理事・役員・委員長に「2013～2014年度

活動計画書提出」をお願いしております。5月

8日（水）までに必ずご提出お願い致します。 

⑤ 青少年交換派遣学生 上木 澪さんから届い

た報告書をお配りしております。 

⑥ 次年度ロスターの原稿、訂正のご連絡を頂き

ました方々に訂正原稿をお配りしておりま

す。再度のご確認よろしくお願いいたします。

間違いがある場合は事務局までご連絡をお願

いいたします。間違いがない場合もＯＫとご

記入のうえ事務局にご提出お願い致します。 

⑦ 「アフターインフォメーション」の出欠のご

返事を事務局までお願いいたします。 

☆☆ ５月度のお誕生日 ☆☆ 

    6日 中島 康之   10日  浅川 正英 

   23日  二宮 秀造   30日 山田 雅浩 

               （以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは！！ ご来訪の皆様、ようこ

そお越しくださいました。会員の皆様も多数ご

出席ありがとうございます。 

さて、明日は大阪再生の起爆剤といわれてお

ります「グランフロント大阪」のグランドオープ

ンでございます。大阪最後の一等地と言われる

構想開始から４半世紀かけすすめられて参りま

した。ショップ＆レストラン 日本初出店３店

舗・関西初７２店舗など全２６６店舗が明日を

迎えます。世界に目を向け、すぐれたものを取り

入れてきた大阪・・・・未来が生まれ、大阪が変

わり時代が動き出す。それが「まち」の夢、その

夢を多くの人達と共有したい！！をコンセプト

に・・・・商業施設以外にオフィス・高級ホテル・

超高層マンションで構成されています。 

当クラブが移転をいたします。インターコン

チネンタル・大阪はコンテンポラリーラグジュ

アリーをコンセプトに、新しい体験にこだわり、

上質の時間と空間を提供するラグジュアリーホ

テルとして６月５日にオープンを致します。 

２７２の客室 ５つのレストラン＆バー ４

つの宴会場・会議室 婚礼チャペル・スパ・フィ

ツトネスの概要です。 

本日第三回移転準備委員会を開催しました。 

本日会議及び例会にはインターコンチよりお

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2201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 「入会１２年目を迎えて」 

           山田 雅浩会員 

５）第6回被選理事会 

次週（５月２３日）のお知らせ 
１）例 会 （2202回） 

２）ソング 手に手つないで 

３）卓 話 「2012-2013年度 大阪天満橋

ローターアクトクラブの自慢」 

    大阪天満橋ローターアクトクラブ会員 

           ローターアクト委員会 

 ＭＡＹ １６ ２０１３ ＮＯ．２２０１ 

電話(06)6345-1115(直通) 電話(06)6341-4411(ホテル) FAX(06)6344-8222 

E-mail:temma-rc@temmabashirc.xsrv.jp  http://temmabashirc.xsrv.jp 

第2660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 
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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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⑧ 5月16日例会終了後「第6回被選理事会」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。 

⑨ 本日例会終了後10Ｆ「平安の間」にて5月度定

例理事会を開催します。ご案内をお配りして

いますので関係各位宜しくお願い致します。 

⑩ 次週5月2日と次々週5月9日は定款により休会

です。事務局も休みとさせて頂きます。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

創立20周年記念事業のお礼 

大阪中之島ロータリークラブ 

大阪中之島ロータリークラブ小林様、山本様ご

来訪誠にありがとうございます。素晴らしい20

周年心よりお祝い申し上げます。 川原 和彦 

大阪中之島ロータリークラブ山本会長エレク

ト、小林20周年実行委員長御来訪ありがとうご

ざいます。 永田 秀次 

ラチーポフ総領事ありがとうございます。 

               徳岡 昭七郎 

29年在籍自祝として 金田 五郎 

(1) 23ヶ年在籍表彰自祝 

(2) 人間ドックで約１ヵ月どこも異常なく安心

しました。皆様には大変ご心配おかけしまして

すみません。 

(3) 保倉会員に大変お世話になりました。

 二宮 秀造 

亡き妹の8周年です。愚かな兄を見守ってくれ

ることに感謝 小寺 一矢 

虚血性腸炎になり絶食しました。暴飲暴食に気

をつけて下さい。 髙田 肇 

高良会員ロースターの件ありがとうございまし

た。 安田 義治 

平成25年4月25日  合計金   49,000円 

          累計金 2,676,029円 

☆☆ 先週（4月 25 日）の卓話 ☆☆ 
「ロシアと日本のこれから」 

         在大阪ロシア連邦総領事 
        ナイリ・Ｍ・ラチ―ポフ様 
          徳岡 昭七郎会員紹介 

若い時、コマロフスキー総領事の時代に大阪

に駐在しました。今回は２０年ぶりです。ロシア

と関西地区との発展を思考しています。まずロ

シアの経済から話しますと伸び率は2012年で

3.5％ですが、農業は－11％です。今年は、3.5％

の伸びで、明るい見通しですが、現在のロシア

は、パートナーとして中国と西欧と西ヨーロッ

パを大事としています。ロシア経済の弱点は、天

然資源依存が40％であることです。国際経済の中

では、低位であるのはこれが実証しています。経

済進展の為には、政治的安定が必要ですが、プー

チンの支持率立は60％とはいえ、反対者も多く、

それが30～40歳代の社会人であることです。この

辺が問題解決の基点です。ゴルバチョフのよう

に全ロシア人の人望を得る人が、国の安定に繋

がります。外国のパートナーでは、日本が一番大

切です。日露間には、国際市場、戦略上、政治上

での対立がないことに意味があります。日本の

森首相をはじめ首脳は、プーチンと長時間に亘

る対話をして友好を高めつつあります。日本と

ロシアは、アジアの安定の仕組みを作ることが

出来ます。日本とアメリカの結びも安定に役

立っているが時代は変わっています。二国間だ

けだなく、多国間の結びにすることが安定につ

ながります、尖閣列島の問題も多国間で解決す

ることが大切です。国際間の同じルールで行え

ば解決できます。ロシア貿易では、日本は８位で

すが日本からロシアへの投資は天然資源がおも

で、貿易量もまだ低位にあります。改善にはロシ

ア側の努力が必要。同時に日露間の技術協力も

役立ちます。過去の忌まわしい事実と思いも有

りますが、それらも明らかにし、話し合い、日本

とロシアの心を一つにし、双方の文化交流も高

めることで二国はしっかり結びつきます。 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ５名 会員総数 69名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 57名(66名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ２名 会員欠席   9名 

4月25日の出席率 86.36％ 

４週間前（4月4日）の 

メークアップを含む出席率 87.88％ 

メークアップ実施会員     5名（欠席者13名) 

 ☆☆ 新入会員紹介 ☆☆  

氏   名 阪本 宗久
さかもと  むねひさ

 

誕   生 昭和45年9月26日 

職業分類 税理士 

事 業 所  阪本税理士事務所 

所 在 地 〒550-0012 

     大阪市西区立売堀1-11-17 スギタビル401 

電  話 06-6586-6396 

Ｆ Ａ Ｘ  06-6586-6398 

役 職 名 代 表 

推 薦 者 山田 雅浩・在本 茂・仲西 良浩 

入 会 日 平成25年5月16日 

☆☆ 本日のメニュー ☆☆ 

春野菜のミネストローネ 
ビーフストロガノフ、バターライス添え 
豆乳ババロワとレモンジンジャーゼリー、
胡麻のテュイル添え 
ライス コーヒー 


