
 残念なことですが西海会員が4月末で退会され

ました。このことは前回の会報でお知らせいたし

ておりますがあらためて御報告させて戴きます。

西海会員は1984年の5月に入会され一旦2001年に

退会されましたが2012年に再入会されました。最

近は体調を崩され、休んでおられましたが例会に

もでれない状態ということで退会されました。大

阪天満橋ロータリークラブを自分の家のように

思っていただいた方が退会されるのは本当に寂

しいものでございます。 

 公益財団法人ロータリー米山奨学会より第53

回米山功労クラブの感謝状が届いております。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 青少年交換派遣学生 郷渡一司君から報告書

が届いておりますのでお配りしております。 

② アフターインフォメーションのご案内を本日

お配りしております。関係各位よろしくお願

いいたします。 

③ 理事・役員・委員長に「2013～2014年度 活動報

告書提出のお願い」を配布させていただいて

おります。活動報告書をご提出いただけます

委員会から随時ご提出をお願いいたします。 

④ 「新旧理事・役員・委員長懇親会」のご案内を

本日お配りしております。関係各位よろしく

お願いいたします。 

⑤ 第6回被選理事会のご案内を本日お配りして

おります。関係各位よろしくお願いいたしま

す。 

☆☆ ５月度の結婚記念日 ☆☆ 

 三谷 滋伸  山本 喬一  坂本 一民  

 寺杣 晃一  田邉 三郎  小寺 一矢  

 衣斐 孝雄         （以上敬称略） 

 ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

 皆さんこんにちは、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

くりおすごしいただきたく思います。 

 5月の15日と申しますと私共公認会計士監査の

世界では、45日ルールの最後の日でございます。

3月決算の上場会社につきましては証券取引委員

会より期末日後45日以内に決算を発表するよう

にというものがございます。これが45日ルールと

呼ばれております。期末決算につきましては決算

短信というものを作成し、報道関係者に配布並び

に発表するものでございます。一つの行政指導で

ございます。したがいまして各社ともにこれでそ

ろっているはずでございます。 

 平成26年3月期の決算の状況はおしなべて最高

益をあげるところなど決算状況はよいようです

が、資源関係などでよくないところもあるようで

す。さて新年度アベノミクスの第三の矢に期待し

たいものでございます。 

＜会長報告＞ 

 5月8日木曜日には新入会員歓迎会が錦城閣で

開催されました。田邉会員、平尾会員の新入会を

祝って33名の会員の皆様がAttendされました。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2248回） 

２）ソング 友と呼べるのは 

３）卓 話 新入会員自己紹介 

          平尾 彰彦会員 

４）6月度定例理事会（新旧合同） 

５）第6回被選理事会 

次週（５月２９日）のお知らせ 

１）例 会 （2249回） 
２）ソング 茶摘み 
３）卓 話 「ボールルームダンスへの誘い」 
    プレヤーデスダンス教室  
     ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 魚谷 征義様 
     ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 魚谷 はる様 
        中村 健輔会員紹介 

   ＭＡＹ ２２ ２０１４ ＮＯ．２２４８ 
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⑥ 次週例会終了後 6月度定例理事会（新旧合同）

が「SAKURA」にて開催されます。なお、理事会

終了後引き続き「第6回被選理事会」を開催い

たしますので関係各位宜しくお願いいたしま

す。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日の卓話者原田隆史君をよろしくお願い致し

ます。 永田 秀次 

誕生日自祝、5月30日で55になります。 

 山田 雅浩 

在本会長、結婚記念日綺麗なお花有難うござい

ます 寺杣 晃一 

30年在籍自祝 金田 五郎 

在籍表彰自祝 今後とも御指導の程を！ 

 中野 格 

4ヶ年在籍自祝 中村 修 

3ヶ年在籍表彰自祝 中島 清治 

在籍表彰自祝 高橋 竜啓 

在籍表彰自祝 仲西 良浩 

1ヶ年在籍表彰自祝 阪本 宗久 

6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝 坂本 一民 

6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝 石田 道夫 

田邉会員、平尾会員の新入会員歓迎会に過半数

以上の多数のメンバーにご参加いただきありが

とうございました。     親睦活動委員会 

健康自祝 木村 忠夫 

平成26年5月15日 合計金 80,000円 

 累計金 2,281,270円 

☆☆ 先週（5月 15 日）の卓話 ☆☆ 

「仕事と思うな人生と思え」 
    株式会社原田教育研究所 
    代表取締役社長 原田隆史様 
          永田 秀次会員紹介 

 私は、２０年間は大阪市内の中学で保健体育の

教師をしていました。また、生徒指導と言う、イ

ジメ、不登校、少年犯罪をゼロにしたり、学力向

上や、進路・就職指導という、人生そのものを教

育する仕事に従事しました。これからの世の中で

必要とされる人＝「自立型人間」にするためのコ

ツは学校だけの教育ではなく、家庭生活や心も教

育する必要があります。私はスポーツ教育が得意

ですので、子供達に陸上競技を通して自立させる

ための働きかけをしました。地域や保護者、同僚

の協力を得て、わずか７年間で、日本一を１３回

誕生させ、問題を抱えた学校を再生し、全国から

注目を浴びました。今は、その手法を国内外の企

業（３００社６万人）プロスポーツ選手、家庭向

けにアレンジし広めています。自立型人間とは、

人格の土台の上に、能力を発揮する人です。心や

精神の育成を怠ると、仕事はできるが犯罪を犯し

たり、お金は儲けるが生活を顧みない。という人

としてのバランスを欠きます。人格と能力をバラ

ンスよく育成するためのコツを今回はお話しし

たいと思います。 

☆☆社会奉仕活動報告☆☆ 

－－天満天神繁昌亭 ご招待会－－ 

 ５月16日、恒例の北区老人クラブの皆さんを繁

昌亭朝席にての招待会を行いました。今年も１０

７名のお年寄りをお招き出来ました。 

 午前１０時前、野村北区老人クラブ会長お礼の

ご挨拶の後、在本会長の歓迎のスピーチがあり、

９０分間、お楽しみ頂きました。会場は笑顔と笑

いでいっぱい、目的は十分果たせました。 

 会長、小寺会長エレクト、幹事、中村健会員ご

くろうさまでした 

社会奉仕委員会 

☆☆ 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 
ＵＳ・ハラミビーフと万願寺ペッパーとトマ
トライス 
キャラメリゼ、アップルタルトとシャーベッ
トとシードル・サバイヨン 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 42名(58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 16名 

5月15日の出席率 72.41％ 

５週間前（4月17日）の 

メークアップを含む出席率 79.66％ 

メークアップ実施会員     0名（欠席者12名) 


