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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
２）ソング

（2206回）
故郷（ふるさと）

３）卓

「 会 長 挨 拶 」
川原 和彦会長

話

「一年間ありがとうございました！」
会長 川原和彦
本年度は当クラブにとりまして創立４５周年
を迎えた節目の年でした。
果たして私に務まるであろうか？大きな不安
を抱きながら船出をしましたのが、つい昨日の
事の様でございます。 なんとか曲がりなりに
も一年の任期を全うできましたのも、偏に先輩
各位をはじめすべての会員の皆様、理事役員の
皆様、各委員長・副委員の皆様、そして鍬田副会
長・永田幹事から常々肌理の細かいアドバイス
と気配り・心配りで支えて頂きましたお蔭でご
ざいます。また事務局の皆様の温かいご協力に
も心より厚く御礼申しあげます。 本年度、田中
作次ＲＩ会長のテーマ「奉仕を通じて平和を」、
２６６０地区方針「育もう未来の力を～飛躍～」
の下に、高島ガバナー・平田ガバナー補佐のご指

次週（７月４日）のお知らせ
１）例 会 （2207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 「会長・理事・役員就任挨拶」
在本 茂会長ほか

導を仰ぎつつ、「明るく、夢と希望を体感できる
素晴らしいクラブ」への願いを込め、「明日へ繋
ごう！」を活動テーマとして掲げました。
おかげさまで、皆様のご理解とご協力を頂く
ことができ、各委員会がこの目標にかなり近づ
けたのではないかと思っております。中でも創
立４５周年事業は小さな橋をわたり、来るべき
５０周年に繋げていこうとの主旨で、郡実行委
員長・石田副実行委員長の下、天満橋の原点とも
いえる大阪天満宮でおごそかに行う事ができま
した。次にＷＣＳ最終事業として、ネパールにて
カトマンズの貧困層対象の病院に低料金での医
療サービスを目的とした医療機器を贈呈し、大
変意義深い事業を終え、帰路タイ・バンコクの３
３５０地区を訪れ、飲料水提供プロッジェクト
や知的障碍者支援施設へのサポートなどＦＶＰ
の明日へ繋ぐ６日間でした。そして今般の２６
年ぶりの例会場移転を決断しました。ＩＭ第６
組の魅力ある中堅クラブとして心機一転・クオ
リティを更に高めながら、明日の５０周年に繋
げて参りたいものです。
その他クラブ内では地域と密着した様々な奉
仕活動が着実に実施されました。又クラブ外で
は大阪中之島ＲＣにお世話頂いた地区大会への
出席とお手伝い、大阪城北ＲＣにお世話頂いた

☆☆ 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

３名
０名
０名
０名

会員総数
70名
会員出席
57名(65名)
出席規定適用免除 26名
会員欠席
8名

インターシティーミーティング出席、睦輪会の
充実と交流会の発足、ＩＭ６組全クラブ協賛に
よる「東日本復興チャリティコンサート」開催、
大阪ＲＣ・大阪大手前ＲＣ・大阪中之島ＲＣ・大
阪城東ＲＣ・台北陽明ＲＣの各周年式典への出
席ｅｔｃ、大変あわただしい年ではありました
が、このような経験は得難く、素晴らしく価値あ
る１年を頂いたと思っております。そして、クラ
ブ内クラブ外を通じて皆様からの温かみを感
じ、様々な学びをさせて頂き、心より感謝を申し
上げます。又次年度に積み残した事も多々ござ
いますなか在本体制になりますが、どうか引き
続きまして次年度のご支援とご協力をよろしく
お願いを申し上げます。
「感謝の一年」
幹事 永田 秀次
45周年の節目の年に幹事という大役を務めさ
せていただきました事に感謝いたします。
川原会長のテーマである「明日へ繋ごう！」の
下、
45周年であるからこそできる行事やクラブ運
営を通して、若い世代へ、親子孫クラブへ、世代
を超え明るく笑顔でメンバーの心が通じ合い、
繋がる様精進努力してまいりました。会員の皆
様のご協力により重責を全うでき、貴重な経験
をさせていただきました事、心より感謝いたし
ます。本当にありがとうございました。

☆☆

６月度の結婚記念日

阪本 宗久
中島 豊彦

西浦 司
山田 雅則

☆☆

二宮 秀造
（以上敬称略）

☆☆ 2012-13 年度 年間皆出席表彰 ☆☆
ホームクラブ１年間皆出席
在本 茂
川原 和彦
寺内 清視
梅本 知秀
メークアップを含む１年間皆出席
石田 道夫
鍬田 充生
永田 秀次
中野 格
大矢 平治
徳岡昭七郎
山村 朋史

木村
南川
中島
成松
高良
山田

忠夫
和茂
清治
正和
尚志
雅則

郡 悦清
箕村 保
中島 康之
岡本 健
髙田 肇
山本 喬一
（以上敬称略）

）内は会員総数を基準とした値

6月13日の出席率
87.69％
４週間前（5月23日）の
メークアップを含む出席率 83.87％
メークアップ実施会員
5名（欠席者15名)

＊＊

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。
当年度も来週の例会をもちまして終了となり
ます。そしてヒルトン大阪での例会が本日最終
でございます。１９８７年４月２日に松坂屋百
貨店より例会場を開業間もない当時の大阪ヒル
トン・インターナショナルに移転、初例会を開催
し２６年と２ヶ月の歳月が流れました。今は亡
き１９代の堀江会長、今もご活躍の髙松 幹事
の時でございます。今般諸般の事情で例会場を
移転いたしますが、長きにわたりヒルトン大阪
様には大変お世話になりありがとうございま
す。２０・３０・４０周年の記念式典や例年のク
リスマス家族会・情報集会等々数えきれない位
の想い出が一杯でございます。心より感謝を申
し上げ、今後の益々のご繁栄とホテル皆様のご
健勝を心よりお祈り申し上げる次第でございま
す。
過日ロータリアンにとっても人として身につ
けていきたい言葉がありました！
１考えを膨らませない事 ２感情を出し過ぎな
い事 ３柔らかさを意識する事 ４気持ちを浮
き上がらせない事 ５決めつけない事 ６敵を
みつけようとしない事 ７笑顔を意識する事
８日々淡々と進める事
このような感じで７０名の皆様が夢と希望を
体感できるクラブとなります事をしみじみと思
う次第でございます。
☆会長報告
１. 先週６月８日（金）アンドレ君のフェアウェ
ルパーティが開催されました。１年弱の短い期
間でしたが、出席者の皆様から色々なお話を頂
き、楽しいひと時を過ごしました。箕面高校か
らは先生と日本語ボランティア３名、お世話を
頂きました１．２．３．４．ホストファミリー
のご家族９名、当クラブからは９名で出席して
まいりました。アンドレ君は６月２８日に関西
国際空港より帰国の途につきます。山本地区青
少年交換委員・森本新世代奉仕委員長・目幸青
少年交換委員長・徳岡・木村・岸本各委員の皆

様にはほんとにお世話になりありがとうござ
いました。
２. うれしいニュースです。５月２６日に開催
されたＲＩ第２６６０地区・ローターアクト地
区年次大会に於いて、我が大阪天満橋ローター
アクトクラブが、全１９クラブ中最も意欲的な
活動を実施したとして「ハングリー賞」を受賞
しました。同ＲＡＣメンバー一同の一年間の努
力が高く評価されたわけで、まことに誇らしい
ことです。６月１９日の同ＲＡＣ最終例会への
ご出席をはじめ、今後とも当クラブ会員の皆様
の暖かいご支援・後協力をお願いいたします。
３. 本年度最終の行事・ＲＩリスボン国際大会
に６月２１日（金）から橋本国際奉仕委員長を
団長に、衣斐パスト会長・井戸パスト会長・郡
パスト会長・中川パスト会長・石田パスト会長・
溝手会員・小生 ８名で出席して参ります。２
００５年の１００周年シカゴ大会に８名・２０
０６年スエーデン・デンマーク大会に５名以来
の参加です。日本からは田中作次ＲＩ会長の２
７７０地区に次いで２６６０地区からの参加
が多いという事です。「平和の港リスボン」で
奉仕と親睦と友愛の輪を広げまして、本年度の
有終の美といたしたく思います！

☆☆

幹 事 報 告

平成25年6月13日

合計金
55,000円
累計金 2,961,029円

☆☆ クラブ協議会 ☆☆

☆☆

①地区より「青少年交換プログラム 2014-15年
度 派遣学生募集要項」が届いております。詳
細につきましては掲示板をご覧ください。
②次週20日（木）に移動例会が開催されますイン
ターコンチネンタルホテル大阪への交通案内
図を本日お配りしております。
③新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
④本日13：10～当例会場において
「クラブ協議会
（新旧合同）」を開催いたします。会員各位の
多数のご参加をお願いいたします。クラブ協
議会資料は全会員ポストに配布させて頂いて
おります。なお、各委員長のテーブルに担当委
員会の報告書を配布しておりますので、最終
のご確認をお願いいたします。加筆・訂正がご
ざいましたら事務局までお申しで下さい。
⑤本日例会終了後 7月度定例理事会（新旧合同）
が開催されます。関係各位よろしくお願いい
たします。
⑥本日18：00より「ガスビル食堂」にて「新旧理
事・役員・正副委員長懇親会」が開催されます。
関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆
在籍３６年自祝
３５ヵ年在籍の自祝

南川会員から頂いた「教育と教養」、「今日行
くとこと」「今日用事」があって２５年経ちま
した。会員の皆さんに感謝して。 重里 國麿
１０ヵ年在籍自祝。フェアウエルパーティー出
席の皆様ありがとうございました。 目幸 文範
１０ヵ年在籍自祝
中島 康之
結婚記念日自祝 会長、きれいなお花ありがと
うございました。
阪本 宗久
ヒルトン大阪様 ２６年間有難うございました。
川本 浩
２６年間ヒルトン大阪の皆さんにお世話になり
ました。
坂本 一民
ヒルトンホテル様 長い間お世話になりました。
さみしいですが感謝の意をこめて 小寺 一矢
ヒルトン大阪様 ２６年間例会を開催させて戴
きましてありがとうございました。 在本 茂

敬称を略す

坂本 一民
髙松 貞彦

６月１３日の例会終了後、引き続いて新旧合
同のクラブ協議会が開かれました。
会計報告の後、奉仕活動部門の各委員会、ＳＡ
Ａおよびクラブ奉仕部門の各委員会から、今年
度それぞれが大活躍した活動実績と次年度への
引継ぎ事項が熱い口調で語られ、
「皆さんほんと
によく頑張られましたなあ。お疲れ様でした。」
との感を深くいたしました。

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
・レモンとＥＸヴァージンでマリネした季節の鮮
魚とフヌイユ、アカシヤ蜂蜜ロマランのソース
・豚バラ肉のキャラメリゼ、人参のコンフィ・クミ
ンの香り、キャベツ添え
・パティシェ特製ティラミス、コーヒーのジュレ
・コーヒー

－－ さようならヒルトン大阪 －－
１９８７年の４月２日に第９７４回の例会を
開いて以来、私たちのクラブはヒルトン大阪を
例会場にしてきましたが、２０１３年６月１３
日の第２２０５回の例会を最後に、同ホテルと
お別れすることになりました。
この日の例会の冒頭、ヒルトン大阪側から出
席された総支配人のハーマン・ジェイ・アーリッ
ク（Herman.J.Ehelich）氏に、川原会長から、２６
年間の長きにわたってお世話になったお礼の言
葉が述べられ、その感謝のしるしとして、杉山寧
画伯筆「舞」のリトグラフ額（P10号）が贈られま
した。これに対して、同支配人からも謝辞を頂
き、我が大阪天満橋ロータリークラブの弥栄を
祈る記念品として置時計を頂戴いたしました。

－－ 交換来日学生の

フェアウェルパーティー

－－

６月７日(金)午後６時 阪神デパート10F「ス
コリオ」にてアンドレ君のフェアウェルパー
ティーを開催しました。
川原会長の挨拶に始まり、出席者22名の皆様
から心あたたまるスピーチ、メッセージを戴き
ました。予定をしていました時間をオーバーし
まして、気が付けば９時近い時間となっていま
した。アンドレ君を縁としまして、皆様の絆が一
層拡がれば……と思いながら散会しました。
青少年交換委員会(目幸)
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