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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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次週（７月２５日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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２）ソング

友と呼べるのは
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海
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「熱気球について」
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「昨今の野球界」

話
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話
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安田
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義治会員

様
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４）8月度定例理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ ７月度の結婚記念日 ☆☆
高橋 竜啓
（以上敬称略）

☆☆

会 長 報 告

☆☆

梅雨も明けましていよいよ暑い夏がやってま
いりました。夏は十分に水分を取ることが熱中
症などから身体をまもる方法のようです。
本日は高島凱夫直前ガバナー、村橋義晃直前
代表幹事がいらっしゃっています。ようこそお
いで下さいました。後程一言御あいさつを頂戴
したいと思います。
またビジターの皆様、ゲストの皆様ようこそ
おいで下さいました。インターコンチネンタル
ホテル大阪の例会をごゆっくりとお過ごし戴き
たいと存じます。
本日は第１回目のクラブ協議会がございま
す。会員の皆様もぜひ最後まで御参加戴きたい
と存じます。特に３年未満の若い会員の方には
ぜひ参加して戴いてクラブ協議会のことやロー
タリー活動をまずは見て戴きたいと思います。
先週７月５日に大阪大手前ロータリークラブ
の初例会に７月４日の答礼として中島幹事と共
にいってまいりました。そして本年度の三世代
合同社会奉仕事業及び三世代合同例会のＰＲを
してまいりました。

７月10日には、ローターアクトの初例会がご
ざいました。総勢２５名参加のにぎやかな初例
会で大変盛り上がっておりました。
本日午前11時に新入会員インフォメーション
がございました。新たに寺杣晃一会員が入会さ
れました。会員の皆様、新しい仲間をどうぞよろ
しく御願い致します。
会長報告は、以上でございます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪中之島ＲＣがホストをつとめられ当クラ
ブもお手伝いさせて頂きました「2012-13年度
地区大会実行委員会」の解散式のご案内が届
いておりますので全会員にお配りしておりま
す。
②青少年交換派遣学生の上木 澪さんから報告
書が届いておりますのでお配りしています。
③「2013～2014年度 上半期会費のお願い」をさ
せて頂いております。お振り込み宜しくお願
い致します。
④本日例会場にて13：10から「クラブ協議会」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
員のポストに配布させて頂いております。
⑤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。
⑥Ｎ０．4，6テーブル情報集会のご案内をお配り
していますので、事務局まで出欠のお返事を
お願いいたします。

☆☆ 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

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

69名
54名(64名)
26名
10名

敬称を略す

7月11日の出席率
84.38％
４週間前（6月13日）の
メークアップを含む出席率 87.69％
メークアップ実施会員
0名（欠席者8名)
橋本前国際委員長、井戸Ｐ．Ｐ、衣斐 Ｐ．Ｐ
はじめリスボン国際大会ご出席の皆様素晴らし
い旅をありがとうございました。 川原 和彦
リスボンの世界大会おつかれさまでした。私、
残念でした。
浅川 正英
社会奉仕活動の一環として行っていた日本分析
化学専門学校の学生の献血運動が大阪府知事か
ら感謝状を贈られることになりました。
重里 國麿
欠席おわび。５月の誕生日も自祝せず申し訳あ
りません。

浅川 正英

平成25年7月11日

合計金

151,000円

累計金

372,000円

☆☆ 第１回クラブ協議会 ☆☆
７月１１日例会終了後に新年度第一回目のク
ラブ協議会が開催されました。在本 茂会長の挨
拶の後、各委員会より新年度の基本方針、活動計
画について詳細な発表がありました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
スモークサーモン、コンディメントと
ハーブサラダ添え
香ばしく焼いた鯛、ブイヤベース風お野菜と
ガーリックの香り
クーベルチョコレートのタルト、
洋ナシのコンポート
コーヒー

友と呼べるのは

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一
大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

一、友と呼べるのは 信じ合っているから
友と呼べるのは ねがいが同じだから
一人一人の しごとは違っても
平和で暖かい 世界を作るために
平和で暖かい 世界を作るために
おおロータリー ロータリークラブ

二、友と呼べるのは 許し合っているから
友と呼べるのは のぞみが同じだから
一人一人の 時間は違っても
奉仕の理想を 世界に満たすために
奉仕の理想を 世界に満たすために
おおロータリー ロータリークラブ

１年以上にわたる皆様方の御協力で無事ガバ
ナー年度を終了する事が出来ました。心から感
謝申し上げます。
大阪中之島Ｒ.Ｃ.
高島直前ガバナー・村橋直前代表幹事
高島直前ガバナー、村橋直前代表幹事、本日の
ご来訪ありがとうございます。激務の一年おつ
かれさまでした。
川原 和彦
高島直前ガバナー、村橋直前代表幹事ようこそ
いらっしゃいました。歓迎申し上げます。
在本 茂
高島直前ガバナーさま 貴兄のこの一年間のご
活躍は目を見張らせるものがあります。今は亡
き熊澤パストガバナーと共に賞賛を送ります。
中川 政照
誕生日自祝 ８５歳になりました。 川本 浩
４５カ年在籍自祝
川本 浩
３０カ年在籍自祝
保倉 賢造
２４カ年在籍自祝
安田 義治
１３カ年在籍自祝
高良 尚志
６か月ホームクラブ皆出席自祝
梅本 知秀
新入会員、寺杣晃一君をよろしくお願いしま
す。（お父さんは私の当クラブの紹介者でし
た！）
衣斐 孝雄
寺杣晃一会員入会おめでとうございます。会員
の皆様寺杣さんをどうぞ宜しくお願い致しま
す。
在本 茂
寺杣さんの入会を祝して。お父さんとはいい仲
間でした。
小寺一矢
寺杣さんご入会おめでとうございます。
中島 康之
寺杣晃一会員ご入会本当におめでとうござ
います。
中島 清治
寺杣様御入会おめでとうございます。
永田 秀次
在本会長、髙田副会長、中島幹事、本年頑張っ
て下さい。
浅川 正英
川原前会長、鍬田副会長、永田幹事、他理事役
員一同ご苦労さまでした。
浅川 正英
リスボン国際大会ご出席の皆様無事お帰りなさ
い。豪華な素敵なお土産ありがとう。感謝！！
川本 浩
世界大会より無事帰国、出席メンバーお疲れ様
でした。
橋本 守之

）内は会員総数を基準とした値

