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＜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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2207回）

ＮＯ．２２０７
次週（７月１１日）のお知らせ

１）例

会

（2208回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

君が代・奉仕の理想

３）クラブ協議会

４）卓

「会長・副会長・幹事・理事・

話

日も風も星も

役員就任挨拶」
在本

茂会長

ほか

『会長就任の御挨拶』
在本 茂 会長
2013年～2014年、大阪天満橋ロータリークラブ
の会長をおおせつかり就任させて戴くことにな
りました。もとより浅学菲才でございますので、
会員の皆様の御指導、御支援並びに御協力を賜
わりまして、この1年を50周年につなぐ第一歩の
年として築きあげていきたいと思います。
本年度のRIのテーマは「Engage Rotary Change
Lives」
「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人
生を」であります。この意味は、我々ロータリア
ンもロータリー活動を実践する、あるいはロー
タリーと深くつながって、他人を幸せにすると
ともに自分自身も高めて幸せになろうという意
味のようであります。またこれにより「人道的奉
仕の重点化と増加」を第一の戦略計画とされて
おられますが、この人道的奉仕をサポートする
ものとして「公共イメージの認知度の向上」をあ

げておられます。
これはロータリーの活動が公共のために行わ
れている有力なものであるというイメージを強
くすることによって、ロータリー活動に励みを
つけロータリアンはその活動を誇れるものと
し、ロータリアンが積極的にロータリー活動を
行う意欲を高めていくことになるのでしょう。
このRIのテーマに対し当2660地区福家宏ガバ
ナーは「感動の体験を人々にも自身にも、
Participate!!～参加し敢行しよう～でありま
す。いずれもロータリー活動への積極的参加を
行うことによってロータリー活動を体験し、感
動し、人生を豊かにすることをテーマとしてお
られます。そしてこの活動を進めていくため若
い人たちの積極的参加を求めるとともに、早く
から役職につき若い視点でロータリー活動の変
化と発展を見つけ、改革していくことを求めら
れておられます。
〔当クラブの活動と方針〕
このようなRIのテーマと地区ガバナーの方針
より、ロータリー活動をとおして感動を得、人生
の充実を感じるためにはまず行事及び活動への
出席、参加をしなければなりません。また当クラ
ブは本年度例会場を26年の間、
開催しておりまし
たヒルトン大阪より、新たに開発され、今や大阪
の新しいシンボルになろうかというグランフロ

☆☆ 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

５名
４名
０名
０名

会員総数
70名
会員出席
54名(61名)
出席規定適用免除 26名
会員欠席
7名

ント大阪に進出されましたインターコンチネン
タルホテル大阪へ移転致しました。会場への行
程はこれまでとは異なるため、いろいろ不都合
な点もあるかと思いますがAttendして戴き、ロー
タリーを皆様全員の力で新しい環境をささえ、
50
周年に向けての第一歩を築いていきたいと思い
ます。
ロータリーはまず出席から始まるということ
で「Attend Rotary」を本年度のテーマとさせて戴
きます。

☆☆

７月度のお誕生日

8日 高橋 竜啓
16日 中島 豊彦

☆☆

13日 川本 浩
16日 仲西 良浩
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆様こんにちは！！ 本日よりこちらイン
ターコンチネンタル・ホテル大阪に例会場を移
しての本年度最終例会でございます。ホテルの
皆様にはこれから長きにわたりお世話になりま
すが、末永くよろしくお願い申し上げます。
あらためまして、ビジター並びにゲストの皆
様、そして会員の皆様多数ご出席を賜りありが
とうございます。ご多忙の中、本年大変お世話
になりました平田ガバナー補佐・大阪大手前RC
山本会長・大阪鶴見RC菊井会長・大阪淀川RC末
松幹事にご来訪頂き誠にありがとうございま
す。
☆会長報告
１.６月１７日（月）２６６０地区８４番目として
創設されました、大阪みおつくしRCの加盟認証
状伝達式が太閤園で執り行われ、出席致しまし
た。高島ガバナーはじめ地区の皆様、各クラブ
の会長・幹事が一同に会されなかなかの盛況で
した。「身をつくして奉仕を」という事ですが、
小生なりには昨今国際ロータリーで常々提唱
される「高潔性」にいくばくかの不安を率直に
感じた次第です。
２.昨夜６月１９日（水）大阪天満橋RACの最終例
会に出席致しました。沢山の方々にお集まり頂
き有終の美に触れる事ができ感激の次第です。

）内は会員総数を基準とした値

6月20日の出席率
88.52％
４週間前（5月30日）の
メークアップを含む出席率 88.71％
メークアップ実施会員
1名（欠席者8名)
長きにわたり、山田雅則委員長はじめローター
アクト委員会の皆様には、献身的に活動頂き心
より感謝を申しあげます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①7月卓話予定者表をお届けしております。担当
になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を事
務局までご連絡お願いいたします
②本日18：00～「アサヒビアホール」にて「新入
会員歓迎会」が開催されます。関係各位宜しく
お願いいたします。
③本例会終了後、恒例の会長と次期会長の木槌
の引継ぎを行います。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

川原会長、永田幹事そして天満橋のみなさん１
年間お世話になりました。
大阪大手前ＲＣ 山本 博史会長
平田ガバナー補佐本日のご来訪ありがとうござ
います。一年間のご指導に感謝申し上げます。
川原 和彦
平田ガバナー補佐 御来訪有難うございます。
在本 茂
平田ガバナー補佐のご御来訪ありがとうござい
ます。
中島 康之
大阪大手前ＲＣ 山本会長、
大阪鶴見ＲＣ 菊井会長
大阪淀川ＲＣ 末松幹事
ご来訪ありがとうございます。一年間仲良くし
て頂き感謝申し上げます。
川原 和彦
会員の皆様一年間大変御世話になりありがとう
ございました。
川原 和彦
皆様のご支援のおかげで１年間勤めさせて頂く
ことができました。ありがとうございました。
鍬田 充生
今年一年無事重責を全うできそうです。皆様
御指導、御協力ありがとうございました感謝
永田 秀次
川原会長、鍬田副会長、永田幹事、各委員長、
副委員長、委員の皆様１年間おつかれさまでした。
在本 茂
川原会長、鍬田副会長、永田幹事、理事役員の
皆様 一年間お疲れ様でした。
中島 康之
川原会長、理事役員の皆様ご苦労様でした。有
難うございました。
保倉 賢造

川原会長へ
（か）いちょうさん（わ）りと（は）じめから
（ら）くそうに（か）いむを（ず）っと
（ひ）っぱって（こ）られました。１年間ご苦
労様でした。シ・ミ・コ・ミのジュウリより
重里 國麿
川原会長、鍬田副会長、永田幹事、この一年間
本当にご苦労様でした。ご尽力を感謝いたしま
す。
坂本 一民
川原会長、鍬田副会長、永田幹事、理事役員の
皆様一年間本当にお疲れ様でした。 石田 道夫
会員の皆様のご協力にて国際奉仕委員会の活動
も無事終える事が出来ました。明日より国際大
会に出発します。
橋本 守之
川原丸の一年間のご活躍を祝して。 大矢 平治
川原会長 理事役員の皆様 おつかれさんでした。
溝手 悟
皆様には大変お世話になりました。大阪天満橋
ＲＣの益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈
念いたします。
森本 章裕
川原会長、鍬田副会長、永田幹事、理事役員の
皆様一年間御苦労様でした。ありがとうござい
ました。
中村 修
ＲＡＣの最終例会、川原会長初め多数のロータ
リーの方々の参加に感謝します。 山田 雅則
川原会長、鍬田副会長、永田幹事、理事役員の皆様
一年間お世話になりました。おつかれ様でした。
中野 格
川原会長、永田幹事一年間おつかれさまでした
及び １年間皆出席自祝
中島 清治
結婚記念日自祝。きれいなお花、届けていただ
きありがとうございました。
中島 豊彦
ホームクラブ１年間皆出席自祝
寺内 清視
ホームクラブ１ヶ年皆出席自祝
在本 茂
ホームクラブ１年間皆出席自祝
梅本 知秀
１年間皆出席自祝
郡 悦清
皆出席自祝
鍬田 充生
１年間皆出席自祝
大矢 平治
１年間皆出席自祝
山本 喬一
メークアップを含む１年間皆出席自祝 石田 道夫
１年間皆出席自祝
成松 正和
メークアップを含む１年間皆出席自祝 髙田 肇
１年間皆出席自祝
山村 朋史
１年間皆出席自祝
高良 尚志
メークアップを含む１年間皆出席自祝 中島 康之
１年間皆出席できたことに感謝して 岡本 健
皆出席自祝
中野 格
川原会長終り、新会場でカンバリましょう。
木村 忠夫

ご無沙汰しております。
寺村 清
会員の皆様の一年間の例会運営に感謝して
ＳＡＡ一同
平成25年 6日20日

合計金

252,000円

累計金3,213,029円

＊＊＊

木槌伝達式

＊＊＊

川原和彦2012-13年度会長より、在本茂2013-14
年度会長に木槌が引き継がれました。

☆☆

新入会員歓迎会

☆☆

６月２０日（木）アサヒビァホールにて阪本会
員の新入会員歓迎会をビァフレンド会と合同で
開催しました。会員２４名が参加し川原会長よ
り阪本会員への入会お祝いの言葉を頂き、その
後重里会員の乾杯の発声で新入会員歓迎会＆ビ
アフレンド会がスタートしました。参加の全会
員より阪本会員へ歓迎の言葉を頂き、中には笑
いを誘うエピソード等あり和気藹々の雰囲気に
て会話が弾みました。中締めとして在本会長エ
レクトからお言葉を頂き散会となりました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

立 食 料 理

座

席

表

２０１３～２０１４年度７月～９月

小寺 ・ 髙田

テーブルNo.

会

員

在本 ・ 中島（康） ・中島（清）

名

Ｎｏ．１

◎山田（浩）・○勝見・溝手・寺村・高橋（竜）・土井・松宮・仲西・箕村

Ｎｏ．２

◎重里○二宮・保倉・藤井・福井・川原・衣斐・宇野

Ｎｏ．３

◎三谷○木村・徳岡・山本・金田・福原・西浦・目幸・岸本

Ｎｏ．４

◎中村（修）○成松・高松・浅川・橋本・西海・宮下

Ｎｏ．５

◎谷本○南川・中村（健）・川本・小澤・寺井・寺内・高橋（弘）

Ｎｏ．６

◎中野○郡・鍬田・安田・梅本・北村・山田（則）・末澤・阪本（宗）

Ｎｏ．７

◎山村○石田・井戸・中川・大矢・中島（豊）・永田

Ｎｏ．８

◎荒木○高良・坂本・西井・高井・御木

◎…

テーブルマスター

○…

（敬称略）
副テーブルマスター

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

なりわい

生業

望むは世界の久遠の平和

Email(変更なし):
temma-rc@temmabashirc.xsrv.jp

めぐる歯車いや輝きて

ホテル電話 (06)6374-5700

とわ

〒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
電話 (06)6374-0303
FAX (06)6374-0310

我等のロータリー
ロータリー

例会場の移転に伴い、事務局の移転を行いま
した。新住所・電話・FAXは下記の通りです。
記

永久に栄えよ

事務局移転のお知らせ

