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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2162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・副会長・幹事
・理事・役員就任挨拶」
川原 和彦会長ほか

ＮＯ．２１６２
次週（７月１２日）のお知らせ

１）例

会

２）ソング

（2163回）
我等の生業

３）卓 話 「時計のはなし」
栄光時計㈱ 代表取締役会長
2007-08年度大阪ロータリークラブ会長
小谷 年司 様
中川

『会長就任にあたり』
川原 和彦会長
本年度、大阪天満橋ロータリークラブは創立
４５周年を迎えます。この節目の年に会長とし
てご推挙を頂き就任をさせて頂く事となりまし
た。大変身の引き締まる思いでございます。まだ
まだ未熟ではございますが、会員皆様の暖かい
友情とご指導ご協力を頂き、輝かしい歴史と伝
統を明日へ繋ぐ１ページを構築して参りたいと
思います。
本年度のＲＩのテーマは『奉仕を通じて平和
を』であります。
田中作次ＲＩ会長は「平和とは一人ひとりが
心穏やかに日々生きていく事を意味し、この事
がロータリーの究極の、そして実現可能な目標
であり、ロータリーにしか出来ない世界平和に

政照会員紹介

通じる道であると・・・」
「平和をどのように定義するにせよ、協定や
政府や大胆な闘争だけで達成するものでなく、
日常の簡単な方法の積み重ねによって成し遂げ
るもの」と述べられております。
また、ロータリークラブの未来永劫の繁栄を
考えるならばそれぞれのクラブを引き継いでい
く「若いロータリアン」の育成に力を注がねばな
りません。加えて、未来の地球の平和を維持して
いく「若い力」も育む義務がロータリアンあるい
は世の先輩である私達にあると仰られ、クラブ
と地区による平和活動をいくつか奨励され、な
かでも２０１３年５月１７日～１８日に広島で
開催されます『世界平和フオーラム』へロータリ
アンのみならず、多くの若者の参加を強く希望
されております。
これをうけて当２６６０地区高島凱夫ガバ
ナーは地区方針を「育もう未来の力を～飛躍～」
と示されました。
魅力あるクラブ作りが停滞している現状を脱
却するためには質の高い、ロータリーに相応し
い新しい力を注入する必要に迫られている事は
明白であり、昨今のさまざまな社会的変化に伴
い、ロータリー、ロータリアン自身が変わらなく
てはならないと強調されて居ります。
そして・・・
「灯心に思いやりを持って、そっと火を点す」

☆☆ 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

３名
３名
０名
０名

会員総数
69名
会員出席
55名(64名)
出席規定適用免除 20名
会員欠席
9名

一度ともった灯が明るく周囲を照らし、奉仕
をする人も「して良かった！」受ける人も「受け
て幸せだ！」
と思う奉仕事業が大切であり、その奉仕を実行、
持続する為にはロータリアンに相応しい若い力
が必要不可欠であると結ばれています。
［当クラブ本年度運営と活動方針］
以上のＲＩテーマと高島凱夫ガバナーの方針
を根底とし本年度の当クラブのテーマを【明日
へ繋ごう！】とさせて頂きます。
昨今のクラブテーマ『enjoy rotary』『照顧脚
下』『絆』『原点回帰』『変化～change～』をあ
らためて深く心に刻みながら、創意工夫を加え
『明日へ繋ごう！』の気持ちを大切に「明るく夢
と希望を体感できる素晴らしいクラブ」を皆様
と築いて参りたいと思います。
クラブの強化・人道的奉仕の継続・未来の夢計
画開始etc、単年度から複数年度への取り組みが
不可欠であります。その為にも非常に大事な１
年であると強く認識すると共に各委員会が計画
された目標を尊重し、全員で推進させて参りた
いと思います。
駅伝の１区間を大切に、又 一生懸命に走り
ぬけ、きたるべき次の５０周年で大輪の花とな
りますよう・・・・・

☆☆

７月度のお誕生日

8日 高橋 竜啓
16日 中島 豊彦

☆☆

13日 川本 浩
16日 仲西 良浩
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

幹 事 報 告

＊＊

☆☆

①7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18：00からヒルトン大阪4Ｆ
「真珠の間」
に
て新旧理事・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。
③本日例会終了後10Ｆ「平安の間」にて7月度定
例理事会（新旧合同）が開催されます。今年度
ならびに次年度理事・役員の方々よろしくお
願いいたします。
④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。

）内は会員総数を基準とした値

6月28日の出席率
85.94％
４週間前（6月7日）の
メークアップを含む出席率 89.06％
メークアップ実施会員
1名（欠席者8名)

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

一年間大変お世話になりました。有難うござい
ました。ホームクラブ一年間皆出席自祝
二宮 秀造
１年間皆出席自祝と１年間本当に協力いただき
ありがとうございました。
浅井 顯一
長期に亘りご心配ご迷惑をお掛けしました。久
し振りに出て参りました。
中島 豊彦
二宮会長、ご苦労様でした。大矢さん、山本喬一
さん、大保さん、先日はありがとううございま
す。川原新会長来月から頑張って下さい。
松本 梓伸
二宮会長、一年間お疲れ様でした。 川本 浩
(1)二宮会長、ご立派でした。浅井副会長、幹事
との二役で大変お世話になりました
(2)ホームクラブ１年間皆出席自祝 坂本 一民
二宮会長1年間ご苦労様でした。健康には暮々
もご留意下さい。
宇野 稔
二宮会長、理事役員一年間御苦労様でした。
衣斐 孝雄
二宮会長、理事、役員の皆様ご苦労様でした。
有難うございました。
保倉 賢造
二宮会長お疲れ様でした
橋本 守之
二宮会長、浅井副会長ご苦労様でした。
南川 和茂
二宮会長へ
（に）人間性で（の）ノルマを（み）満たし
（や）やりました（しゅ）出席率も（ぞ）存分
に（う）受け継がれました。1年間ご苦労様で
した。シ･ミ･コ･ミのジュウリより 重里 國麿
二宮会長一年間ご苦労様でした
郡 悦清
二宮会長、浅井副会長１年間本当にお疲れ様で
した。中島幹事お帰りなさい。
中村 健輔
会長・副会長・幹事並びに理事役員の皆様一年
間ご苦労さまでした。
鍬田 充生
二宮会長・理事・役員の皆様１年間ご苦労様で
した。
福原 哲晃
二宮会長一年間ご苦労様でした
在本 茂
二宮さん、役員さん、永い間ごくろうさんでし
た
徳岡昭七郎
二宮会長一年間御苦労様でした
安田 義治
二宮会長、浅井副会長、中島幹事、一年間ご苦
労様でした。
山本 喬一

二宮会長、浅井副会長、中島豊彦幹事 一年間
本当にお疲れ様でした。
石田 道夫
二宮会長、浅井副会長、中島幹事 理事役員の
皆様一年間大変おつかれ様でした 川原 和彦
１年間ホームクラブ皆出席自祝。二宮会長、浅
井副会長、中島幹事１年間おつかれ様でした。
中野 格
二宮会長、浅井副会長、役員の方々、一年間ご
苦労様でした。
中村 修
ホームクラブ１年間皆出席自祝と二宮会長一年
間本当におつかれさまでした。
中島 清治
二宮会長、一年間ご苦労様でした 勝見 茂
中島豊彦幹事お元気な顔を拝見でき喜こんでい
ます。
南川 和茂
一年間ホームクラブ皆出席自祝
南川 和茂
ホームクラブ１年間皆出席自祝
寺内 清視
ホームクラブ１年間皆出席を自祝して
奥 崇
ホームクラブ１年間皆出席自祝
梅本 知秀
ホームクラブ１年間皆出席自祝
中村 修
１年間皆出席自祝
中村 健輔
１年間皆出席自祝
中川 政照
１年間皆出席自祝
在本 茂
１年間皆出席自祝
髙田 肇
１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
石田 道夫
一年間皆出席自祝
川原 和彦
皆出席自祝
山村 朋史
一年間皆出席自祝
山田 雅浩
年間皆出席自祝
高良 尚志
１年間皆出席自祝
溝手 悟
メークアップを含む１年間皆出席自祝
中島 康之
1年間皆出席自祝
山田 雅則
一年間、親睦活動委員会の活動をささえて頂い
た親睦活動委員会の中村修副委員長及び委員会
の皆様並びに会員の皆様に感謝！感謝！
中川 政照
宇宙の旅、三途の川から無事生還 重里 國麿
衣斐先輩、断食道場入門ありがとうございまし
た。元気を頂きました。橋本会員、川原会員、
感謝申しあげます。
浅川 正英
衣斐会員、川原会員、浅川会員大変お世話にな
りました。
橋本 守之
宇野先輩先日は大変有難うございました。
郡 悦清
宇野先輩、小澤先輩、先日は大変お世話になり
ました。
永田 秀次

一年間ＳＡＡにご協力頂き有難うございまし
た。
ＳＡＡ一同
平成24年6月28日

合計金

365,000円

累計金 3,313,639円

☆☆ 2011-12 年度・最終例会 ☆☆
二宮会長の選曲による「北国の春」斉唱、福
井会員による乾杯の後、年間皆出席表彰、二宮
会長を始めとする2011-12年度の役員及び理事に
よる挨拶が行われました。

＊＊＊ 木槌伝達式 ＊＊＊
二宮秀造2011-12年度会長より、川原和彦
2012-13年度会長に木槌が引き継がれました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・チキンサルピコン入りピーマンとトマトのスー
プ
・ビーフステーキ、プロバンス風ベジタブルと
粒マスタード風味のジュ
・ミント風味のパイナップルコンポート、キャラメ
ルアイスクリーム添え
・ブレッド
・コーヒー

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

つど

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

なりわい

生業

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

ロータリー

日 時：７月１１日（水）19:30～20:50
内 容：「初例会」
（担当：理事会会）
場 所：錦城閣
登録料：RC 8,000円
登録先：幹事 谷 綾花
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：09051247458
登録締切：７月６日（金）

我等のロータリー

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
７月第１例会のお知らせ

