
尉（中尉）の方から「企業秘密」と言い乍ら、相

当詳しい説明をうけました。同二尉は、最近アメ

リカの基地で訓練をうけてきたばかりとのこと

でした。日本近海での他国潜水艦の動向を早期

にキャッチすることで、我国に対する潜在的脅

威を抑止する任務、役割を課せられています。国

民の目にふれない、というより、メディアがその

姿を伝えないのは残念という他ありません。半

日の小旅行でしたが、有意義な時間だったと感

謝しております。 

さて、本日は１００％出席の日です。本日、例

会欠席された会員には、紹介会員からのメーク

アップの呼びかけを是非お願いします。   

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 本日 5、6月卓話予定表をお届けしていますの

で、担当になられた方は3週間前までにテーマ

及び卓話者を事務局までお願いいたします。 

② ロスターの変更がございました皆様に訂正分

を本日お配りしておりますので再度のご確認

をお願いいたします。 

③ №．3テーブル情報集会のご案内を本日お配り

しております。 

④ 新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで

お願いいたします。 

⑤ №4・5・6・7テーブル情報集会の出欠のご返事

を事務局までお願いいたします。 

⑥ 本日18:00から№1・2テーブル情報集会が「心斎

☆☆ ５月度のお誕生日 ☆☆ 

  23日  二宮 秀造  30日 山田 雅浩 

               （以上敬称略） 

 ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆           

 ようやく昨日から春らしい気候になって参り

ました。３日前のゴルフは、寒さと風で、雨こ

そふらなかったものの震えあがりました。どう

ぞ皆様には、寒暖の差で体調崩されませんよう

に。 

 先週土曜日は、雨の間の快晴日、春の家族会

で舞鶴に出かけて参りました。ご参加頂いた会

員・家族の皆様のご精進のお陰と厚く御礼申し

上げます。親睦活動委員会の皆様、特に高橋竜

啓会員、平尾会員には大変お世話になりまし

た。ご奉仕に感謝致します。 

当日、先ずは海上自衛隊舞鶴地方総監部にあ

る歴史記念館を見学し、初代鎮守府長官東郷平

八郎中将（後に元帥）の書や遺品、肉声にふれる

ことができました。その後、自衛隊桟橋に行き、

停泊中のイージス艦みょうこう、あたご、補給艦

ましゅう、ヘリ空母ひゅうがを目の当たりにす

ることができました。そして、少し離れた第２３

航空隊基地に行き、対潜硝戒ヘリＳＨ－ＪＫを

身近で見学できました。同型機１３機が配備さ

れているそうで、説明員のヘリパイロットの二

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2291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  新入会員自己紹介 

        髙橋 俊起 会員 

        森本 成俊 会員 

  次週（５月１４日）のお知らせ 

１）例 会 （2292回） 

２）ソング  我等の生業 

３）卓 話  「今日も元気で、楽しい職場」 

  一般社団法人「SHORINJI・KENPO・UNITY] 

       顧問 山﨑 博通 様 

          福原 哲晃会員紹介 

ＭＡＹ ７ ２０１５ ＮＯ．２２９１ 

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 小寺 一矢  幹 事 中島 清治   
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橋 華蓮」にて開催されます。関係各位宜しく

お願いいたします。 

⑦ 本日例会終了後5月度定例理事会が開催され

ます。関係各位よろしくお願いいたします。 

⑧ 次週4月30日は定款により休会とさせて頂き

ます。なお事務局もお休みにさせて頂きます。 

☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

春の家族会、お世話になりました。本日の100％

出席を祈念して          小寺一矢 

吉川ＭＡＮＡさんのギター弾き語り宜しくお願

いします             山村朋史 

吉川ＭＡＮＡさんの卓話楽しませて頂きます。     

                 山本喬一 

25年皆出席自祝          二宮秀造 

結婚記念日自祝 赤いベゴニア有難うございま

した。              中村健輔 

結婚記念日自祝           勝見茂 

ごぶさたしておりました。娘たちもようやく一

年生と年少組になりました。    末澤正大 

100％出席例会に向けて皆様たくさんの御出席に

感謝               永田秀次 

小寺会長殿・中島幹事殿 先週の私の我が儘を

お受け頂き心から感動しました。小寺会長・中

島幹事に心から感謝申し上げます。私も、小寺

会長の様に心広い素晴らしいロータリアンを目

指して頑張ります。これからも、ご指導の程宜

しくお願い申し上げます。     仲西良浩 

平成27年4月23日  合計金   48,000円 

          累計金 1,919,340円 

☆☆ 先週（4月 23 日）の卓話 ☆☆ 

「シンガーソングライターの夢」 

   大阪出身在住ギター弾き語り 

    ｼﾝｶﾞー ｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ 吉川 MANA 様 

            山村 朋史会員紹介 

2012年１月。弾いたこともないギターを抱えて

今日から私はシンガーソングライターとして

やっていくんだ、と決意しました。自分の言葉で

自分の声で伝えていくんだという一心で、３年

がたちました。 

きっかけは10年前の自分から届いた手紙。一

生懸命生きてきた中で夢を叶えるために使った

時間なんてほとんどなかったことに気付き、努

力もしないでずっと憧れていた歌手になること

を諦めたと、10年前の自分に言えないという気持

ちで22歳から本格的にミュージシャンを目指し

ました。 

シンガーソングライターとは、日々一生懸命

生きることです。嫌なことも楽しいことも嬉し

いことも悲しいことも全力で感じて生きること

です。そしてたくさんの方と出会いたくさんの

感覚に触れることです。そうした中で私から出

てくる音楽に共感していただけることが一度で

もあれば、歌うことで誰かのためになる機会が

少しでもあれば、その一回一回が夢に近づいて

いる瞬間だと思っています。 

「 春 の 家 族 会 」 

本年度春の家族会は、4月18日（土）海上自衛

隊舞鶴地方総監部施設ならびに艦艇見学をいた

しました。最初に、海軍記念館を訪問しました

が、そこで東郷平八郎元帥の肉声の訓示に、感激

をいたしました。そのあと、艦艇見学に向かいま

したが、イージス艦みょうこう、あたご、の二艦

が停泊していて、その前で、記念撮影をいたしま

した。沖合には、ヘリコプター空母の日向が停泊

していました。最後の見学に、第23航空隊の対潜

水艦のヘリコプター格納庫で、まじかに説明を

うけました。海上警戒、警備にあたっております

海上自衛隊を、心強く感じました。 

            親睦活動委員会 

 ☆☆ 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 62名 

国内ゲスト  １名 会員出席 52名(58名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 25名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席   6名 

4月23日の出席率 89.66％ 

４週間前（4月2日）の 

メークアップを含む出席率 83.64％ 

メークアップ実施会員     2名（欠席者11名) 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

オニオンスープ、チーズトースト 

サーモンのムニエル、醤油風味の焦がしバター 

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 


