
生 長谷川さあやさん帰国。髙田会員・徳岡会

員・山本会員・目幸会員お出迎えありがとうござ

いました。昨年８月８日にアメリカ・ミズリー州

に旅たち、３５０日の間がんばり、先方の６０８

０地区より模範的な交換学生であったと、高い

評価とお褒めのメッセージを頂いております。 

３．一昨日、目幸会員ご夫妻と短期交換学生とで

お食事をしながら、楽しいひと時を過ごさせて

頂きました。アメリカ オークランドからのマ

ヤちゃんが３週間のホームステイを終え、代わ

りに目幸稀依ちゃんがアメリカに３週間、本日

１７時３０分関西国際空港より旅立たれます。

目幸家には大変お世話になりました！ 

オリンピックも含め、沢山の感動と興奮そし

て喜びを思い切り感じながら８月に向かいたい

ものです！！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆    幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

① 委員会一覧に変更がございますので本日訂正

分をお配りしています。 

② 「大阪天満橋ＲＣ四十五周年記念家族会」の

出欠の返事を事務局までお願いいたします。

なお、ご出席の会員各位には集合場所のご案

内を本日お配りしております。 

③ №3・5テーブル、№1・4・8テーブル情報集会の

出欠のご返事を事務局にお願いいたします。 

    ☆☆☆☆☆☆☆☆    8888月度のお誕生日月度のお誕生日月度のお誕生日月度のお誕生日    ☆☆☆☆☆☆☆☆            

  7日 重里 國麿  15日 寺井 種伯  

    24日 髙橋 弘泰  28日 末澤 正大 
                （敬称略） 

＊＊＊＊＊＊＊＊    先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告    ＊＊＊＊＊＊＊＊    

☆☆☆☆☆☆☆☆    会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

暑い日が続きますが、会員の皆様多数のご出

席、誠にありがとうございます。 

さて、いよいよロンドン五輪の開幕です！ 

日本時間土曜日の午前３時から開会式、５時過

ぎから入場行進です。東京・アテネでは１６個の

金メダルを獲得しましたが、一番高いポールに

日の丸が何度も上がりますよう、熱い声援を送

りたいものです。2005年の７月にパリ・ニュー

ヨーク・マドリード・モスクワとの接戦の結果史

上３度目を勝ち取ったわけですが、エリザベス

女王の即位６０周年そして記念すべき第３０回

オリンピックとまさに英国復活のあしがかりの

年のようにも思われます！ そしてウィリアム

王子からの世界に向かっての力強いメッセージ

もまもなくでないでしょうか？？ 

会長報告 

１．先週２１日土曜日に第一回合同地区委員会

開催、石田会員・寺内会員ご出席頂きました。 
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④ 「2012～2013年度 上半期会費のお願い」をし

ております。お振り込み、お願いいたします。 

⑤ 本日18：00より№2・6・7テーブル情報集会が

「上海楼」にて開催されます。 

⑥ 本日例会終了後「8月度定例理事会」を開催い

たします。関係各位宜しくお願いいたします。 

        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆    敬称を略す敬称を略す敬称を略す敬称を略す    

本日の卓話よろしくお願いいたします。 

  仲西 良浩 

本日の初卓話、よろしくお願いいたします。 

 箕村 保 

箕村会員第一子誕生おめでとうございます。

 石田 道夫 

昨日、長男が産まれました。 箕村 保 

先日は、川原会長、鍬田副会長、永田幹事には

お世話になりました。 目幸 文範 

永田さん!!昨日はマヤとキエに素敵なラストナ

イトのプレゼントありがとうございました。  

 目幸 文範 

平成平成平成平成24242424年年年年7777月月月月26262626日日日日        合計金合計金合計金合計金            26,00026,00026,00026,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    404,000404,000404,000404,000円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（7777 月月月月 26262626 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「新入会員自己紹介」「新入会員自己紹介」「新入会員自己紹介」「新入会員自己紹介」((((２名）２名）２名）２名）    

             仲西 良浩会員 

先ず、歴史と伝統ある大阪天満橋ＲＣに入会

できました事を心より喜んでおります。 

私は昭和４３年７月に住吉区で三男として誕

生しました。学校卒業後、自動車整備士として就

職し、その後叔父の経営する不動産会社に就職、

３０才の時不動産会社を立ち上げましたが、上

手く行かず失敗し、３８才の時に現在の会社 

ライフグループの代表として頑張っている次第

です。事業内容は不動産売買を中心とし任意売

却にも力を入れ債務者と債権者の仲介に努め、

幅広く営業活動をしています。また、そして５年

ほど前に山田雅浩さんと出逢い、私にとっては

父であり、兄のような方で、色々と相談もでき尊

敬している人です。そんな、山田雅浩さんから、

大阪天満橋ＲＣをご紹介されました。まだまだ、

若輩者ではありますが、皆様のご指導のもと、大

阪天満橋ＲＣを盛り上げていきたいと思いま

す。宜しくお願い申し上げます。 

箕村 保 会員 

５月より歴史と伝統ある天満橋ＲＣに入会さ

せて頂き誠にありがとうございます。 

私は、昭和４５年に宮城県仙台市に生まれま

した。１年生まで仙台で過ごし、父の転勤に伴い

北は仙台、南は沖縄と全国を転々とし、昭和５９

年７月に大阪府吹田市にやってきました。高校・

大学生活は大阪でのびのび過ごし、夏はサー

フィン、冬はスノーボードに明け暮れました。ス

ノーボードは競技にも出場するほどで、スノー

ボードのプロになることを目指していました。

しかし大会出場直前に大怪我を負いプロへの道

が絶たれました。夢破れ将来について悩んでい

る時、知人に資格取得を勧められ、簿記専門学校

へと足を運びました。学校の巧みな営業トーク

に誘われ２７歳の夏に税理士を目指すこととな

り、それからは勉強の日々が続き、平成１５年２

月に会計事務所開業することができ、なんとか

今日までやってきました。 

最後に、栄誉ある大阪天満橋ＲＣの一員とし

て日々精進して参りたいと思います。諸先輩方

のご指導ご鞭撻宜しくお願い致します。 

－－－－ No.2,6,7No.2,6,7No.2,6,7No.2,6,7 テーブルミーティング－テーブルミーティング－テーブルミーティング－テーブルミーティング－    

 

 

 

 

 

 

 

 

川原会長の下での初のＴ．Ｍを中国料理「上海

楼」にて開催、総勢１９名。川原会長のウイット

に富んだご挨拶、在本会長エレクトの乾杯のご

発声で宴の幕が開かれ、美味しい中華に舌鼓を

打ちながら各人が自分の席が分からないほど入

り乱れ交流を交わし、大変盛り上がり楽しい時

間を過ごす事が出来ました。新会員も三人ご参

加戴き友好を深めて戴けたと喜んでおります。  

☆☆☆☆☆☆☆☆    本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・冷やしうどん（葱 大根卸し 竹輪磯辺揚 錦

糸玉子 生姜）  ・おにぎり  ・胡瓜細巻き 

・造り 三種盛り合わせ  ・季節のフルーツ 

・コーヒー 

 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告 ☆☆☆☆☆☆☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 67名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 51名(61名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 20名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 10名 

7月26日の出席率 83.61％ 

４週間前（7月5日）の 

メークアップを含む出席率 89.23％ 

メークアップ実施会員     0名（欠席者7名) 


