
血を戴き当ロータリークラブも感謝の気持ち

をあらわそうということで私が出席し、祝辞

を述べさせていただきました。 

③ 今週は姉妹クラブの台北陽明ロータリークラ

ブの37周年の記念式典がございます。当ロー

タリークラブからは20日の木曜日、21日の金曜

日の便にて分かれまして総勢1７名他にロー

ターアクトのメンバーが4名参加の予定でご

ざいます。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「新年度ロスターの原稿」、ご確認済みの方は

事務局までご提出お願いします。なお、ご訂正

のない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出お

願いいたします。 

② 本日例会終了後 第4回被選理事会を3Ｆ「ア

ンバー」にて開催いたします。関係各位宜しく

お願いいたします。 

③ 次週例会終了後「4月度定例理事会」を開催い

たします。本日ご案内させて頂いております

ので関係各位宜しくお願いいたします。 

④ 本日は100万ドルミールを実施しております。

ご協力の程お願いいたします。 

☆＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは、ゲストの大阪天満橋ロータ

アクトの谷 綾花さんようこそいらっしゃいま

した。どうぞごゆっくりおすごし下さい。 

さて、いよいよ春もやってきたという日和と

気候でございます。春は体調が変化していく時

でございますので、皆様方にはご健康に御注意

戴きたいと思います。 

＜会長報告＞ 

① 15日の土曜日には国際ロータリー第2660地区

ＩＭ６組のインターンティミーティングが行

われました。本年度は大阪東淀ちゃやまち

ロータリークラブの主宰で、ホテル阪急イン

ターナショナルで開催されました。当クラブ

からも１５名の方に御出席戴きました。Attend

いただきましてありがとうございました。 

② 14日の金曜日にはいつもの献血事業でお世話

になっております学校法人重里学園、専修学

校日本分析化学専門学校の卒業式がございま

した。本年度は142名の卒業生を出されたわけ

でございますが、毎年100名以上の若い方の献

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2241回） 

２）ソング 春の小川 

３）卓 話 「新入会員自己紹介」 

          阪本 宗久会員 

４）4月度定例理事会 

 

 

   次週（４月３日）のお知らせ 

１）例 会 （2242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 「オリンピックと 

    スキーハーフパイプ競技について」 

 ワールドカップ日本代表 

 ソチオリンピック候補選手 佐藤麻衣子 様 

            箕村 保会員紹介 

 ＭＡＲＣＨ ２７ ２０１４ ＮＯ．２２４１ 

事務局電話(06)6374-0303 FAX(06)6374-0310 ホテル電話(06)6374-5700 

E-mail:temma-rc@temmabashirc.xsrv.jp  http://temmabashirc.xsrv.jp 

第2660地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日 

OSAKA-TEMMABASHI

事務局 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番19号 東洋ビルディング本館3階 

例 会 毎週木曜日 12時30分 インターコンチネンタルホテル大阪 

会 長 在本 茂  幹 事 中島 康之  広報委員長 荒木 幾夫 
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識 字 率 向 上 月 間 

＜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 



  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

結婚記念日自祝 川本 浩 

結婚記念日自祝 在本 茂 

結婚記念日に美しいお花を有難うございました

 石田 道夫 

Golden Jubileeですかなー    徳岡 昭七郎 

結婚記念日自祝 荒木 幾夫 

26ヵ年在籍表彰自祝 小澤 満 

先週のインターシティミーティングに多数のご

出席ありがとうございました。 中島 康之 

卓話 自己紹介させて頂きます。宜しくお願い

します。 寺杣 晃一 

新人自己紹介宜しくお願いします。 田邊 三郎 

台北陽明RC37周年式典出席してまいります。

 中野 格 

陽明RC周年行事直前の不参加お詫び 中村 健輔 

健康自祝 木村 忠夫 

平成26年3月20日  合計金   59,000円 

          累計金 1,868,270円 

☆☆ 先週（3月 20 日）の卓話 ☆☆ 

新入会員自己紹介  

            寺杣晃一 会員 

私の現在の仕事は所有不動産の賃貸管理で

す。その会社は、明治生まれの祖父が創業した、

小さな事業ですが、先代の親父そしてお陰様で

私へと引き継がれ、現在に至っております。   

祖父は小学校を出てより仕事ばかりの人生で

学問をする間もなかった様ですが、そのお陰で、

私といえば高度経済成長期の恩恵を受け、大学

まで出して頂けました。 

卒業してから鉄道系の不動産会社に就職が決

まり仲介業に携わりました。厳しい仕事もあり

ましたが、良き顧客、上司、部下そして同僚に恵

まれて、苦しいと思っていた業務が、いつの間に

か一番好きな職種になっていました。 

当クラブで親父がお世話になっていたご縁も

あり、私も代々でクラブへ入会させて頂ける事

になりましたが、親父と旧知のクラブの会員の

皆様にも代々でかわいがって頂いており、いま

さらながら先代にはいろいろな面で感謝してお

ります。先代は早くに亡くなりましたので、家業

の継承も見せられず、親不幸やったなと思って

おります。 

当クラブもまもなく５０年という歴史や伝統

の中にあり、何世代にも亘る子クラブへの継承

や、新世代への奉仕事業があったりとしますが、

先代の事業や、好きでしたこのクラブでの今後

のいろいろな経験を糧に、次世代へ継承してい

く事ができれば、先代への餞になるかなと思い

ます。 

「新人 田邉 三郎(タナベ サブロウ)です！」 

             田邉 三郎 会員 

新人 田邉 三郎です！42歳、妻一人、子一人、

都島区友渕町在住。 

 仕事はメットライフアリコ生命保険㈱でプ

レーイングマネージャーをしています。 

１．生い立ち 1971年11月19日京都で男三兄弟の

末っ子として誕生。父の転勤により家族で北海道

に引越し、子ども時代を遊び一色で過ごす。再度

父の転勤で中学校から大阪府茨木市へ。極悪中学

校にビビるも丸ハゲが認められ、いじめられずに

無事卒業。 

 中学校創業以来初の地元の進学校、茨木高校に

入学。スキー部に入り、1年生で高校生西日本1位

に。茨木高校100年の歴史で初や！と言われなが

ら京都産業大学へ。外国語（英米語）とスキーを

頑張り、八方の全国大会で1位になる。１年間の

オーストラリア留学（遊学？）を経て、大学卒業

後、住友銀行に入行。30歳で人生に迷って今の仕

事メットライフアリコ生命保険（当時アリコジャ

パン）へ転職。 

２．現在の仕事 

①一般的な個人の生命保険の相談 

②法人の決算での節税のお手伝い 

③個人の相続対策・法人の事業承継 

銀行と違って最後までずーっとお客様とお付き

合いできることが楽しいです。ロータリーと一緒

です。相続の相談では、エンディングノート（裏

エンディングノート）を預かったりして楽しいで

す。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

マッシュルーム・クリームスープ、タイムの香り 

タスマニア産サーモンとレモン、ケッパーとバ

ター風味のつぶしポテト、チョコレートムース、

ベリー添え、コーヒー 

 ☆☆ 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 66名 

国内ゲスト  １名 会員出席 44名(59名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 24名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 15名 

3月20日の出席率 74.58％ 

４週間前（2月27日）の 

メークアップを含む出席率 80.00％ 

メークアップ実施会員     4名（欠席者16名) 


