OSAKA-TEMMABASHI
ROTARY Club Weekly Bulletin

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
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
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

＜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
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ロータリー親睦活動月間
次週（６月２６日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
会

（2251回）

１）例

２）ソング

我らの生業

２）ソング

白いブランコ

３）卓

「弁護士の業務（使命）とは」

３）卓

「 会 長 挨 拶 」

１）例

話

中島

会
話

（2252回）

在本

清治会員

茂会長

４）7月度定例理事会（新旧合同）

☆☆ ６月度の在籍表彰 ☆☆
37ヵ年
34ヵ年
26ヵ年
11ヵ年

坂本
衣斐
重里
中島

一民
孝雄
國麿
康之

36ヵ年
27ヵ年
11ヵ年
2ヵ年

髙松
小寺
目幸
髙橋

貞彦
一矢
文範
弘泰

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆
在本 茂

橋本 守之

中野 格
（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
皆様ようこそいらっしゃいました。どうぞご
ゆっくりおすごし戴きたいと存じます。
本日はまず最初に小寺会長エレクトの奥様の
嬉子様の御逝去に対しまして、あらためまして
お悔みを申し上げたいと思います。
去る6月2日に
御逝去をされ6月3日にお通夜、6月4日に御葬式が
自宅においてとり行われました。かねてより小
寺会長エレクトよりお話はお伺い致しておりま
したが、このように早くその日が来るとはとて
も寂しいことでございます。なお、私も国際大会
から早めに帰っておりましたので御葬式に参加
させて戴くことができました。
次に2014年ロータリー国際大会の御報告を致
します。世界大会公式プログラムは5月29日より
はじまり、6月4日までございますが大会登録は6
月1日より6月4日までございました。私共大阪天

満橋ロータリークラブからも私の他、川原直前
会長、山本会長ノミニー、石田ＳＡＡ、中野国際
委員長、成松ロータリー財団委員長、橋本会員、
溝手会員、山田雅則会員、寺杣会員そして別行動
で徳岡会員が参加いたしました。
私共は5月30日に大会キットを受取りに会場
でありますオリンピックパークへ参りました。
そして1日おいた6月1日に大会登録を行いまし
た。会場では前に当クラブへ来られたタイの
ロータリークラブの会員や、訪問したネパール
のロータリークラブの会員にも会われた会員が
おられ、さすがにロータリーの大きさを感じた
ものでございます。そして、大会は2回に分けら
れ、我々は2回目の4時からの部に出席し、マロ
ニー2014年シドニー国際大会委員長のあいさつ、
また2回目ですのでビデオでしたがトニーア
ボットオーストラリア首相の歓迎の辞がござい
ました。ちょうど訪問している日は6月10日迄
ヴィヴィッド・シティーの期間でございました。
私共の泊まっているホテルはサーキュラーキー
というところにありまして、そのすぐ近くのレ
ストランで夕食をとることになっていたのです
が、オペラハウスにライトをあていろいろな模
様を作っていく光のショーを見せていただくこ
とができました。シドニーは遠いですけれども
なかなかいい町であったように感じました。参
加されました皆様ご苦労様でした。

☆☆ 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

１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

66名
48名(60名)
24名
12名

ゴルフ同好会の第4回在本杯が6月10日火曜日
に宝塚ゴルフクラブにおいて行われ、中野会員
が優勝されました。これで取り切り戦は北村会
員、箕村会員、中野会員の3名となりました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪東淀ちゃやまちRCから「2013-14年度IM6組
報告書」が届きましたのでお配りしておりま
す。
②青少年交換派遣学生の郷渡 一司君から報告
書が届いておりますのでお配りしています。
③「ロータリークラブ用名刺の作成について」
のアンケートをお配りしております。
④アフターインフォメーションの出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑤本日13：10～当例会場において
「クラブ協議会
（新旧合同）」を開催いたします。会員各位の
多数のご参加をお願いいたします。クラブ協
議会資料は全会員ポストに配布させて頂いて
おります。なお、各委員長のテーブルに担当委
員会の報告書を配布しておりますのでご確認
をお願いいたします。加筆・訂正がございまし
たら事務局までお申しで下さい。
⑥本日18：00より「ガスビル食堂」にて「新旧理
事・役員・委員長懇親会」が開催されます。関
係各位宜しくお願いいたします。
⑦6月26日の最終例会で、皆出席の方の表彰を予
定しています。5月末現在でホームクラブ皆出
席の方が8名、メイクアップを含む皆出席の方
が12名おられます。最終例会まで継続下さい
ますようお願い致します。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

家内の逝去に際し皆様のご友情心より感謝して
おります。生前、皆様やご家族との友情最後ま
で感謝しておりました。
小寺 一矢
結婚記念日自祝、お花ありがとうございます。
阪本 宗久
誕生日自祝
溝手 悟
誕生日自祝
保倉 賢造
昨日、大阪倶楽部で横田めぐみさんのご両親と
直接お会いしました。当クラブのＩＭ（2014年1
月31日、太閤園）以来、10年ぶりでした。一日
も早い解決を望みましょう。
重里 國麿
米山功労者ポールハリスフェロー感謝状ありが
とうございます。
山田 雅則

）内は会員総数を基準とした値

6月12日の出席率
80.00％
5週間前（5月15日）の
メークアップを含む出席率 86.67％
メークアップ実施会員
8名（欠席者16名)
国際大会へ御参加なさいました会員の皆様おつ
かれさまでした。
在本 茂
シドニー国際大会参加の皆様大変お世話にな
り、ありがとうございました。次年度はブラジ
ルです。
中野 格
オーストラリアシドニー世界大会に参加し無事
帰国致しました。在本会長以下参加メンバーお
疲れ様でした。
橋本 守之
在本会長、中野国際委員長、世界大会の楽しい
想い出に感謝。橋本大先輩ゴールドコーストで
は大変ありがとうございました。 川原 和彦
国際大会お世話に成りました。終わったら虹が
見えましたよ。
寺杣 晃一
6/10在本杯ゴルフ大会無事終了を自祝。またま
た馬をあてました。
井戸 幹雄
第4回在本杯奇跡の繰上優勝自祝。事実上の優
勝者髙井会員、同伴競技者の皆様、ありがとう
ございました。
中野 格
第4回在本会長杯、お陰様でべスグロ､3位入賞致
しました。ありがとうございます。 平尾 彰彦
在本会長杯、お陰様で準優勝できました。
髙井 宗一郎
大矢会員、先日は園田を満喫させて頂きまし
た。有り難うございました。
髙田 肇
おひさしぶりです。
勝見 茂
オペラ、ラ・ボーエムお待ちしています。
徳岡 昭七郎
平成26年6月12日

合計金

136,000円

累計金 2,495,270円

☆☆ クラブ協議会 ☆☆
6月12日、例会終了後1時10分より本年度最終の
クラブ協議会が開催されました。在本会長の開
会挨拶の後、会計および各委員会から事業報告
と次年度への引き継ぎ事項の発表があり、小寺
会長エレクトの閉会の挨拶で締めくくられまし
た。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
トウモロコシのポタージュ
ハンバーグステーキ、ライス添え
本日のアイスクリームと
旬のフルーツ盛り合わせ
コーヒー

シドニー国際大会参加報告
国際ロータリーの最大イベントとなるロータ
リー国際大会がオーストラリアのシドニーオリ
ンピックパークで6月1日～4日にわたり開催され
ました。世界153か国から18，000人以上のロータ
リアンが一堂に会する中、当クラブからは在本
会長を含む１１名の会員が参加しました。

友愛の広場
オーストラリア原住民の言葉で出会いの場を
意味する「ビーラボン」と名付けられた友愛の家
では、ロータリーのポリオ撲滅活動、水・衛生に
関する取組、平和活動、貧困対策、教育・青少年
のための活動等について各国ロータリアンの展
示ブースを見学する事が出来ました。

シドニー市内にて

日本からは岩手と宮城が震災復興の取り組み
についてブースを設けておられました。また２
０１５年サンパウロ国際大会のブースでは日系
のFujita氏から来年ブラジルへの参加をお誘い
いただきました。

青少年交換プレコンベンション
多くの国のロータリアンと親交を深める中、
山本会長ノミニーは青少年交換を通じタイ国の
Layeadさんと、川原PPと中野はネパールのMinuさ
んと偶然の再会を果たす事が出来ました。
夕刻からの開会本会議ではアボリジニーによ
る音と踊り、映像によるオープニングの後、開会
宣言、歓迎の言葉、RI会長ロン・バートン氏の講
演へと続きました。青少年プログラムに注力さ
れてきた会長らしく、青少年プログラムに参加
した若者たちをロータリーに迎え入れようとい
う話をされていました。
開会本会議終了後は世界で最も美しいと言わ
れる港街シドニーを名立たるアーティストたち
が鮮やかなライトアップと音楽で作り上げる
「ビビッド・シドニー」の素晴らしい祭典を多く
のロータリアンと共に楽しめました。大会を通
じ、国際交流を楽しみつつ、また自身が世界や地
域社会のために出来る事を考える良い機会とな
りました。
ご参加いただきました皆様、多大なご協力本
当にありがとうございました。
国際奉仕委員会 中野格

らそれぞれの派遣国に出発する10名の派遣生を
送り出すために歓送会が開催されました。
各来日生がいろいろな特技を披露する中で当
クラブから派遣の郷渡一司君との交換で受け入
れているクゥ・バン君は特技のテコンドウの技
を見せてくれました。
地区の辻村委員長からはクゥ君に修了証が授
与され、当日参加いただいたホストファミリー
の三木さん、長谷川さん、中島幹事に感謝状が渡
されました。

－－新旧理事役員委員長懇親会－－

平成26年6月12日（木）18時より「ガスビル食堂」
にて新旧理事・役員・委員長懇親会が開催されま
した。初めに今年度の在本会長のご挨拶、次年度
の小寺会長のご挨拶の後、福井会員の乾杯によ
り懇親会が開会となりました。新旧交えての懇
親会の場は、今当クラブが抱えている課題や取
り組み等について、忌憚のない意見が交換でき
る有意義な懇親会でした。

また、この８月からフランス北部RI1520地区に
派遣される予定の徳岡虎太郎君は今年になって
から猛烈に勉強したフランス語で自己紹介を含
めたプレゼンテーションをして参加者を驚かせ
ていました。

－ RI2660 地区青少年交換「歓送会」－
6月14日(土)にシティプラザ大阪にて、派遣候
補生の最後のオリエンテーションを行ったあ
と、昨年の８月に来日しまもなく交換期間を終
了して自国に帰る５名の来日生を送るため、ま
た10ヶ月のオリエンテーションを終えて８月か

なりわい

我等の生業

なりわい

一、我 等 の 生業 さ ま ざ ま な れ ど

つど

むつび

集いて図る心は一つ

やわらぎ

求 む る と こ ろ は 平和 親睦

つと

力むるところは向上奉仕

お ゝ ロ ー タ リ ア ン

つど

我等の 集 い

つど

二、奉 仕 に 集 え る 我 等 は 望 む

このみ

あ

正しき道に果をとるを

こぞ

あらそ いい

人の世挙りて光を浴みつ

あわ

力を協せて争 忌むを

お ゝ ロ ー タ リ ア ン

つど

我等の 集 い

