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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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ロータリー親睦活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2204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 「ロータリー・私・青少年交換」
山本 喬一会員

☆☆ ６月度のお誕生日 ☆☆
2日 溝手 悟

19日 保倉 賢造
（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。
一昨日近畿も例年より１１日早く梅雨入りを
しました。７月半ばくらいまでは厚い雲におお
われ、じめじめとした日が続きますが・・・この
時期ならではの雨に濡れるアジサイの彩を楽し
みながら、元気に夏に向かいたいものです。当ク
ラブの「クールビズ」は６月から８月の３ヶ月間
実施とさせて頂きます。
本日１０時３０分より本年度実質最終の理事
会を次年度理事・役員の皆様と合同で開催いた
しました。次々週のクラブ協議会を経まして「明
日へ繋ぐ」事柄をまとめて参ります。
☆会長報告
１.先週２３日（木）に錦城閣にて、新入会員のた
めの「アフターインフォメーション」が開催さ
れました。高橋竜啓会員・仲西会員・箕村会員・
高井会員・御木会員 すでに皆様ロータリーア
ンとして活躍されておりますので、逆に色々と
ご質問を頂きながら和気あいあいと過ごしま
した！地区テーマ「育もう未来の力を・飛
躍！！」高橋弘泰会員・阪本会員と30歳・40歳の
皆様でこれからも「明るくて夢と希望を体感で
きる素晴らしいクラブ」の構築に益々のご尽力
をお願い申し上げます。

次週（６月１３日）のお知らせ
１）例 会 （2205回）
２）ソング それでこそロータリー
３）クラブ協議会（新旧合同）
４）7月度定例理事会（新旧合同）
２.一昨日２８日
（火）本年度最終となる第４回ゴ
ルフ会が、梅本会員・山村会員のお世話で開催
されました。当日は朝から雨予報でしたが、そ
こは強運の方々のご参加のおかげで、濡れる事
もなく楽しい一日を過ごしました。優勝はなん
と中村修会員・準優勝は山田雅則会員・栄えあ
るブービー賞は井戸パスト会長でした。グロス
のスコアは全員が１００以上・・・全米シニア
で先日快挙の井戸木選手の最終日のスコアが
６５！どなたにも優勝のチャンスがある楽し
い同好会でございますので、在本年度は多数の
ご参加をお願いします。郡キャプテン・石田副
キャプテン・中村修幹事引き続きよろしくお願
い申しあげます。
３.一昨日夜２８日（火）６組１１クラブによる睦
輪会交流会が開催されました。今回で９回を数
える本年独自の食事会です。そんな事で大きな
友情の輪がひろがり、次年度も同様の形で続け
られるそうで、我々の年度も今後年に４回程度
集まり、相互の親睦と研鑽を高めようという事
に決まりました。
私なりには、各クラブがあって地区があると
いう概念に基づき、このような時代！時には垣
根を越えたクラブ間の親睦や情報交換が大変大
切で有意義であると思う次第です。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①6月1日からロータリーレートが1ドル＝100円
に変更になります。（現行1ドル＝98円）
②「移動例会（本年度最終例会）ならびに休会日
変更のご案内」を本日お配りしております。ご
確認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
70名
会員出席
54名(62名)
出席規定適用免除 25名
会員欠席
8名

③クラブ協議会（新旧合同）のご案内を本日お配
りしております。出欠のご返事ならびに活動
報告書のご提出をお願いいたします。
④青少年交換来日学生アンドレ君の「フェアウ
エルパーティー」の出欠のご返事を早急に事
務局までお願いいたします。
⑤新旧理事・役員・正副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。
⑥パスト会長各位ならびに移転準備委員会メン
バーで「インターコンチネンタルホテル大阪
内覧会」にご参加頂けます方は本日例会終了
後 受付前にご参集ください。
⑦松本忍元会員より、とろろ昆布を頂戴しまし
た。お持ち帰り下さるようお願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

結婚記念日自祝
衣斐 孝雄
結婚記念日自祝。会長からのお花を頂き、来し
方、行末を語りあいました。
小寺 一矢
結婚記念日自祝
三谷 滋伸
アンドレ君こんにちは!! 今日の卓話楽しみにし
ています。ガンバッテ
川原 和彦
アンドレ君流暢な日本語での卓話楽しみにして
おります
永田 秀次
アンドレー、エエ話してや！
徳岡 昭七郎
一年間、無事に終りました。これからも、よろ
しくお願いします。
仲西 良浩
入会から１年間がたちました。これからもよろ
しくお願いいたします。
箕村 保
いつもお世話になりありがとうございます。無
事に入会一年を迎えられました。 高橋 竜啓
この日５月３０日を迎え、入会約１年となりま
した。先輩の方々、大変お世話になりありがと
うございました。今後とも宜しくお願い致しま
す。
髙橋 弘泰
第４回川原杯ゴルフコンペで奇跡の優勝しまし
た。同伴競技者の川原会長、石田P.Pに感謝！皆
様ありがとうございました。
中村 修
先日の川原杯ゴルフコンペ久々に参加させて頂
きました。大変楽しかったです。
森本 章裕

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
コーンスープ
ハンバーグステーキ、フライドオニオンとポーチ
ドエッグ添え、トマトデミグラスソース
ブランデー風味のプラムパウンドケーキ、ヨー
グルトジェラート添え
ライス
コーヒー

）内は会員総数を基準とした値

5月30日の出席率
87.10％
６週間前（4月25日）の
メークアップを含む出席率 86.36％
メークアップ実施会員
0名（欠席者9名)
山田雅浩先輩ハッピバースデー いつもご馳走
になりありがとうございます。 髙井 宗一郎
山田先輩お誕生日おめでとうございます。素晴
しい１年になりますように、今後ともよろしく
お願い致します。
御木 威
山田雅浩会員先日はごちそうになり大変ありが
とうございました。
阪本 宗久
平成25年5月30日
合計金
73,000円
累計金 2,879,029円

☆☆ 先週（5 月 30 日）の卓話 ☆☆
「世界の大家族」
青少年交換来日学生
アンドレ・マルコ・レイテ君
こんにちは皆さん、アンドレです。最後のス
ピーチになります。この一年間、人のことも、文
化のことも、日本と世界のことも、たくさんのこ
とを学びました。今日僕はこういうことを伝え
たいです。今日は僕がアメリカのままでいたら、
教室で習えないことを話したいです。今年の四
つのホストファミリから一つずつ特別なものが
あった。色んな意見を聞いたり、国の文化の違い
を習ったり、たくさん面白いことを教えてくれ
ました。絆をたくさん作って、自分の家族が本当
に人数が増えたようです。それと、日本の学校の
皆が日本人の子供ってどんな感じかもよく教え
てくれました。日本人はとても優しくて時々
シャイの人々です。そしてロータリーの皆と色
んな所に連れて行ってくださって、日本の有名
な場所たくさん観光できました！この一年間日
本が大好きになりました。今年起こった事僕は
一生忘れません。いつか戻りたいと思います。そ
の時にも、大阪天満橋のロータリーの皆さん会
いに来ます！

＊＊ゴルフ同好会 5 月 28 日(火)＊＊
第4回川原杯 飛鳥カンツリー倶楽部
この日が梅雨入りでしたが、曇り空で雨は降
らず、涼しいぐらいの最高のゴルフ日和でした。
ビックリの優勝者（中村 修）本人が１番ビッ
クリでした。２位山田会員、３位山村会員、ベス
グロ梅本会員でした。
その後成績発表、会食といつもの明るい雰囲
気で進み、キャプテンの講評にて終了しました。
次回は、８月２０日（火）西宮高原ゴルフ倶楽
部にて第１回在本杯を開催致します。
Cap 郡 悦清 Vice Cap 石田 道夫 Sec 中村 修

