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2014-2015年度RIテーマ

＜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１０日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2253回）

会

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）卓

４）卓

「会長・副会長・幹事・

話

一矢会長

日も風も星も
「午後のひととき！！
アルパの調べを・・・・」

理事・役員就任挨拶」
小寺

話

（2254回）

ほか

会長就任ご挨拶
会長 小寺 一矢
本年度、大阪天満橋ロータリークラブの会長
に推挙頂きました。私としては、入会以来諸先
輩・仲間達の驥尾に付して専ら、気楽にロータ
リーライフを享受させて頂いてきました。まさ
か、７２才になって私に会長の重責が回ってく
るとは。もとよりお受けした以上は、人生最後の
ご奉公と観念し一年間恙なくクラブ運営に勉め
たいと思っておりますので、皆様の温かいご支
援・ご協力の程をお願い申し上げます。
本年度のＲＩ会長は台湾・台北ロータリーク
ラブのゲイリーＣ．Ｋ．ホァン氏であります。会
長のテーマは「ロータリーに輝きを」でありま
す。会長はロータリーの奉仕においても孔子の
「修身斉家・治国平天下」の教えを引用して、
ロータリアンとして自ら律することを、そして
ロータリーの奉仕を人々と分かちあい、クラブ
をより強力なものとし、地域社会でロータリー

アルパ奏者

丸田恵都子

様

川原

会員紹介

和彦

の存在感を高めることで「ロータリーに輝きを」
もたらして貰いたいといわれています。
国際ロータリー第２６６０地区は大阪帝塚山
ロータリークラブの泉 博朗ガバナーです。泉
ガバナーは上記のＲＩテーマのもとに「ひとり
ひとりの輝きであなたの地域を輝かそう－ＬＩ
ＧＨＴ ＵＰ ＯＳＡＫＡ」との地区テーマを
示されました。その上で「親睦は石垣・奉仕は城」
と、しっかりとした土台の上に〈奉仕〉が築かれ
るといわれています。
そして、「楽しいロータリー」「待ちどおしい
ロータリー」「わくわくするロータリー」を目指
そうではありませんか、と締め括られています。
当クラブの運営・活動方針
上記のＲＩテーマと地区ガバナー方針を承け
て、本年度の当クラブのテーマを「一人一人が輝
こう」とさせて頂きます。
当クラブは各奉仕部門を通じて地域社会に、
あるいは国際的に有意義な様々な奉仕活動を続
けてきています。今迄は知る人ぞ知るというこ
とでしたが、本年度は工夫をこらして「ＬＩＧＨ
Ｔ ＵＰ ＯＳＡＫＡＴＥＭＭＡＢＡＳＨＩ」
で実施できればと考えています。ＲＩ会長・地区
ガバナーが推奨される「ロータリーデー」と組み
合わすことができればと考えていますが、各奉
仕部門で工夫して頂ければ有難いです。
「友と呼べるのは」を改めて大きな声で唱い

☆☆ 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

２名
４名
０名
０名

会員総数
66名
会員出席
52名(60名)
出席規定適用免除 24名
会員欠席
8名

ましょう。創立３０周年を記念して作られたも
のです。作詞赤木頌一パスト会長、作曲山口福男
（故人大阪音大教授）ここで唱われている友情
と信頼を確認しあいませんか。
本年度１２月４日のクリスマス家族会は、髙
田肇会員の奥様とお仲間（宝塚歌劇団OG４名）に
出演して頂きます。その余勢を駆って、翌々日１
２月６日地区大会最終日フェスティバルホール
の舞台に上がってもらい「友と呼べるのは」を会
員と共に歌って頂く予定です。
「楽しい、待ちどおしい、わくわくする、ロー
タリー」（泉ガバナー方針）を再現しましょう。
例会場の件は、本年度上半期中に一定の結論
をお示しできるように致します。
最後に会員の増強であります。私の経験から
しても、この２７年間、多くの先輩が去っていか
れました。そして多くの方が入ってこられまし
た。クラブは永続していきます。折に触れ、亡く
なった方、退会された方の人柄・風貌が思い出さ
れます。まさに一生の友でした。他の交わりでは
得られないロータリークラブならではの貴重な
体験でした。このような体験を多くの方に味
わって頂きたい。クラブの永続のためにも新し
き友の入会をお勧め下さい。

☆☆

７月度のお誕生日

8日 高橋 竜啓
16日 仲西 良浩

☆☆

13日 川本 浩
（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
ゆっくりおすごし戴きたいと思います。本日は
いよいよ最終例会でございます。一年間の皆様
の御支援、御協力まことにありがとうございま
した。退任の御挨拶は後程させて戴きますので
会長報告をさせて戴きます。
19日の夜、第200回のビアフレンド会がござい
ました。OB会員の玉置さん、浦谷さん、岡本健さ
んと、ゲスト8名を加え会員も26名出席という、ま
ことに盛大な会で会場が足らず一部の方がはみ
だしてしまう程でございました。ビアフレンド

）内は会員総数を基準とした値

6月26日の出席率
86.67％
５週間前（5月29日）の
メークアップを含む出席率 77.97％
メークアップ実施会員
2名（欠席者15名)
会最初の世話役でございます、玉置さんよりビ
アフレンド会が始まったころのお話を伺うとと
もに、和気あいあいの中にビールがすすむ本当
に盛り上がった会となりました。
山田雅浩会員はじめお世話役の皆さんありが
とうございました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 7,8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「ロータリークラブ用名刺の作成について」、
ご希望の方は事務局へご提出お願いいたしま
す。
③本日例会終了後７月度定例理事会（新旧合同）
が「SAKURA」にて開催されます。関係各位宜し
くお願いいたします。
④新入会員インフォメーションが本日18：00か
ら「日本料理 桂」にて開催されます。関係各
位よろしくお願いいたします。
⑤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

中島幹事、髙田副会長、理事役員の皆様、会員
の皆様一年間ありがとうございました。
在本 茂
副会長も無事終わります。１年間ありがとうご
ざいました。会員の皆様に感謝です。
髙田 肇
ホームクラブ１年間皆出席自祝 １年間ありが
とうございました。
中島 康之
結婚記念日お花ありがとうございました。来年
は貰えるかな～頑張ります。
山田 雅則
2013-14ホームクラブ１年間皆出席御祝
福井 興
１年間皆出席自祝
橋本 守之
在本会長、髙田副会長、中島幹事、役員の皆
様、一年間ご苦労様でした。ホームクラブ１年
間皆出席自祝
小寺 一矢
ホームクラブ１年間皆出席自祝
在本 茂
皆出席自祝
木村 忠夫
皆出席自祝
中野 格
メークアップを含む１年間皆出席自祝
南川 和茂
皆出席自祝 健康に感謝
重里 國麿

皆さん大変アリガトウゴザイマシタおかげで皆
勤です
徳岡 昭七郎
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
成松 正和
メークアップを含む１年間皆出席自祝
髙田 肇
メーキャップを含む一年間皆出席自祝
石田 道夫
年間皆出席自祝
山村 朋史
在本会長、髙田副会長、中島幹事、理事役員の
皆様一年間お世話になりました。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。おこないが
良いのか、休んだのに[自動メークアッ
プ。]！！！
山田 雅浩
メーキャップを含む皆出席自祝及び在本会長、
中島幹事1年間おつかれさまでした。
中島 清治
在本会長を始め、役員の皆様ありがとうござい
ました。
川本 浩
在本会長、この一年間本当にご苦労様でした。
髙田副会長、中島幹事のご苦労にも感謝して
坂本 一民
在本会長、役員の皆様一年間有難うございまし
た。
井戸 幹雄
在本会長、髙田副会長、中島幹事、他理事役員
の皆様、1年間本当にご苦労様でした。次年度
もよろしく
橋本 守之
在本会長へ （あ）あっぱれ （り）立派に
（も）問題なく （と）通り過ぎ （し）しっ
かり （げ）現行の （る）ルールどおり終わ
られました。ご苦労様でした。シ・ミ・コ・ミ
のジュウリより
重里 國麿
在本会長はじめ理事役員の皆様、１年間お疲れ
様でした。有難う御座いました。 中村 健輔
在本会長、中島幹事、理事役員の皆様、１年間
ご苦労様でした。
福原 哲晃
在本会長、髙田副会長、中島幹事、理事役員の
皆様一年間お疲れさんでした。
大矢 平治
在本会長、髙田副会長、中島康之幹事、１年間
お疲れ様でした。
山本 喬一
在本会長以下各執行部の皆さんお役目ご苦労さ
ま。
青少年 木村
在本会長、髙田副会長、中島幹事、理事役員の
皆様一年間大変お疲れさまでした 川原 和彦
在本会長、髙田副会長、中島幹事、理事役員１
年間ご苦労様でした
溝手 悟
在本会長、髙田副会長、中島幹事、一年間あり

がとうございました。あっという間の一年でし
たでしょうネ！
永田 秀次
会長・副会長・理事役員の皆様１年間お世話に
なり、ありがとうございました。 中野 格
在本会長、髙田副会長、中島康之幹事、一年間
御苦労様でした。
中村 修
在本会長 一年間ありがとうございました
寺杣 晃一
本年一年間本当にご協力頂き有難うございま
す。
SAA一同
平成26年6月26日

合計金

236,000円

累計金 3,380,601円

＊＊＊ 木槌伝達式 ＊＊＊
在本茂2013-14年度会長より、小寺一矢2014-15
年度会長に木槌が引き継がれました。

＊＊ アフターインフォメーション ＊＊
平成26年6月26日18：00から「日本料理 桂」に
てアフターインフォメーションを開催致しまし
た。
会員強化委員会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
立 食 料 理

奉仕の理想

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

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

なりわい

生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

