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ロータリー財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2225回）
それでこそロータリー
「景気回復は本物か
～アベノミクスをどうみる～」
（公社）日本パブリックリレーションズ協会
関西事務局長
村田 貞博 様
橋本 守之会員紹介

☆☆ １１月度の結婚記念日 ☆☆
西井 幾雄
福井 興
中川 政照

川原 和彦
橋本 守之
保倉 賢造

木村 忠夫
福原 哲晃
箕村 保
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆さんこんにちは、今週に入り少し冷えこみ
がやって参ったようですが、どうぞお身体に御
注意をお払い下さいますようお願い致します。
ゲストの皆様、ビジターの皆様ようこそおい
で下さいました。どうぞごゆっくりおすごし戴
きたいと思います。
さて、先週木曜日のビアフレンド会は親クラ
ブの大阪ロータリークラブほろにが談笑会との
合同で行われました。大阪ロータリークラブか
ら11名、当ロータリークラブからは14名の方の参
加があり最後までわき合いあいと話とビールが
はずみました。次の予定は会場を移動して尼崎
の季節限定営業のかき金で行われる予定ですの
でぜひご参加戴きたいと存じます。
金曜日には、子クラブの大阪大手前ロータ
リークラブの夜例会「相馬のコシヒカリ試食会」
に参加してまいりました。この例会は大阪大手
前ロータリークラブの大蔭会長がＩＭ６組の睦
輪会交流会で提唱された相馬市と相馬ロータ
リークラブの震災被害を支援する目的で、風評
被害にあっております相馬を少しでも立ちな

次週（１１月２８日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2226回）
紅葉
「シェールガス革命」
石田 道夫会員
４）年次総会・次年度理事選挙
５）12月度定例理事会
おって欲しいとの思いで開催されました。残念
ながら出席者は少なかったのですが、最後に中
村元会長があいさつされ、関西の人は忘れかけ
ているが、現地ではなお厳しい状態が続いてお
り、忘れることなく少しでも支援を続けていき
たいとのお話があり、震災被害が終っていない
ということが再び印象づけられました。
かわりまして本日のことでございますが、本
日は当大阪天満橋ロータリークラブ創立46周年
の記念卓話がございます。大先輩の福井興会員
に記念卓話を戴きますので福井会員後程卓話を
お願い致します。
また今週は世界インターアクト週間であるこ
とをつけ加えさせて戴きます。
≪会長報告≫
１.11月28日例会終了後の年次総会におきまして
次年度理事・役員選挙を行います。先々週に次
年度理事、役員の候補者の宣言を行いました
が、本日までに候補者のご推薦がございません
でしたので、先に指名委員会から指名されまし
た次々年度会長候補者 山本喬一会員、次年度
の副会長候補者：橋本守之会員・幹事候補者：
中島清治会員・会計候補者：中村健輔会員・理
事候補者：高良尚志会員・石田道夫会員・山田
雅則会員・大矢平治会員・中島豊彦会員の選任
のご審議をお願い致します。
２.米山記念奨学会より第52回米山功労クラブ感
謝状が届いております。
本日の会長報告は以上でございます。

☆☆ 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

☆☆

３名
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

幹 事 報 告

67名
46名(61名)
25名
15名

☆☆

①クリスマス家族会の出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。多数の会員ならびにご
家族のご参加をお願いいたします。
②「ＲＩ第2660地区 2013-14年度 地区大会」の
出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。なお、申込書下方に分科会の出席対象者が
明記されておりますので該当されます会員各
位は分科会へのご参加もよろしくお願い致し
ます。
③「新年初例会前の天満宮でのご祈祷」出欠の
ご返事を事務局までお願いいたします。
④№4・5・6テーブル情報集会の出欠のご返事を
事務局までお願いいたします。
⑤№7・8テーブル情報集会が本日18：00～ステー
キ「ロン」にて開催されます。関係各位よろし
くお願いいたします。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

45ヵ年在籍自祝
福井 興
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
坂本 一民
ホームクラブ6ヶ月皆出席自祝
谷本 圭二
中村健輔会員大変お世話になり有難うございま
した。
郡 悦清 川原 和彦 石田 道夫
衣斐会員先日は有難うございました。 髙田 肇
平成25年11月14日

合計金

28,000円

累計金 1,054,200円

☆☆ 先週（11 月 14 日）の卓話 ☆☆
「大阪天満橋ＲＣ創立４６周年記念卓話」
福井 興会員
創立４６周年記念おめでとうございます。中村
修プログラム委員長より御指名で記念卓話を担
当させて頂きました。光栄に存じます。
大阪天満橋ＲＣは昭和４２年１１月４日（1967
年）創立で私の入会は翌年の43年11月30日第５６
回例会からです。クラブ初代会長は長岡栄吉氏で
古武士の如き風格の偉丈夫で、クラブの運営方針
は質実堅実でした。チヤタメンバー３１名からの
出発です。当時の例会場は松坂屋天満橋店８階の
結婚披露宴会場で、大きな窓から大川がながめら
れ、四季の移り変わりを美しく感じた思い出が

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
オニオンスープ、チーズトースト
海老フライ、サラダとタルタルソース、レモン
添え
アイスクリームと旬のフルーツ盛り合わせ
コーヒー

）内は会員総数を基準とした値

11月14日の出席率
75.41％
5週間前（10月17日）の
メークアップを含む出席率 82.26％
メークアップ実施会員
3名（欠席者14名)
残って居ります。入会当時ＲＣの例会が土曜日で
あった関係上、メイクアップの目的のビジターの
出席会員数が多く、ＳＡＡは苦労の連続でした。
この土曜日例会の問題は昭和４５年心斎橋ＲＣ
が土曜例会として創立される迄続きました。以後
週休２日制が段々定着して来ると、例会日の曜日
変更がクラブの大きな問題となり、特別委員会を
作って種々検討を重ねますが、仲々うまくまとま
らず、堀江恭男会長（86～87）髙松貞彦幹事の就
任時、大阪ヒルトンホテルが大阪駅前にオープン
したのをきっかけに、例会場の変更と、例会曜日
土曜から木曜に変更することを、数名の退会者が
出たことは残念ですが、実施することが出来まし
た。また本年７月より例会場をインターコンチネ
ンタルホテルに移った事はご存知の事と存じま
す。当ロータリーの４６年の歴史は毎年の年次報
告に詳細記録されてあります。
「健康寿命」と「平均寿命」
「健康寿命」とは人の寿命における、“健康上
の問題で日常生活が制限されることなく生活で
きる期間”を意味します。
平成22年の調査によると、日本の平均寿命が男
性が７９．５５歳、女性８６．３０歳となってい
ますが、「健康寿命」は男性７０．４２歳、女性
７３．６２歳であり、男女とも「平均寿命」と「健
康寿命」との間に、１０歳前後の差があります。
疾病予防と健康増進、介護予防などによって、
「平均寿命」と「健康寿命」の差を短縮すること
ができれば、国民がより健やかで心豊かに生活で
きる活力ある社会の実現につながります。
ロータリアンも、平均寿命より健康寿命に気を
付けて日々活動されることを望みます。（厚生労
働省のウェブサイト http://www.mhlw.go.jp/ よ
り）
健康委員会一同
No7,No8 テーブル情報集会
11月14日午後6時より、北新地の老舗・ステーキ
ロンにて13名のご参加を頂き、開会されました。
和やかな雰囲気の中、美味しいステーキに舌鼓
をうちながらのひとときでした。ご参加頂きまし
たメンバー各位に感謝申し上げます。

