
ける努力をしてこそ続くという意味だと私は解釈を

しています。 

４８年目の今年は、５０周年を迎えるための準備

を始める年です。まず、会員全員の参加と協力で、11

月21日の当クラブがホストをするＩＭ６組の「ロー

タリーデー」を成功させましょう。さらに長く続いて

きた当クラブの伝統をどのような形や姿で５０周年

につなげていくか会員同士で語り合い、奉仕事業を

通じて会員の絆を強め、気持ちをひとつにして、５０

周年へと続くように取り組んでまいります。また、続

けるためにはロータリー活動が楽しくなくては続き

ません。すべての活動を楽しくすることも続けるた

めに必要です。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 会員身分証明書・ロスター2冊を会員ポストにお届

けしております。個人情報保護の意味からロス

ターにナンバーリングをさせていただいておりま

すのでよろしくお願いいたします。なお、年次計画

書は7月9日のクラブ協議会当日に全会員に配布さ

せていただきます。 

② 本日「2015-2016年度 上半期会費のお願い」を会員

ポストにお届けしています。お振り込み宜しくお

願いいたします。 

③ 「第13回日韓親善会議開催のご案内」が届いてお

ります。詳細につきましては掲示板をご覧くださ

い。 

④ 「青少年交換・歓送迎会のご案内」を本日お配りし

ております。間際のご案内で申し訳ございません

がご出席いただけます方は本日中に事務局までご

☆☆ ７月度の在籍表彰 ☆☆ 

   47ヵ年 川本 浩   32ヵ年 橋本 守之 

   26ヵ年 安田 義治  15ヵ年 高良 尚志 

    7ヵ年 山田 雅則   2ヵ年 寺杣 晃一 

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆ 

  小寺 一矢   寺内 清視   
                     （以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

本年度、伝統ある大阪天満橋ロータリークラブの会

長を務めさせていただくことになりあらためて責任の

重大さを感じています。理事・役員をはじめすべての会

員の皆様のご協力とご支援をいただきながら精一杯努

めたいと思っています。 

新しい年度を迎えるにあたり、前年度の小寺会長は

じめ理事･役員の皆様に１年間の会の運営に御礼を申

し上げます。各事業の遂行はもとより、今年度につなが

る「例会場の移転」と「ロータリーデー」の準備委員会

立ち上げを実行いただいたおかげでスムーズな引き継

ぎが出来ました。有り難うございました。 

本年度のＲＩ会長の掲げるテーマは「Be a Gift to 

the World」（世界へのプレゼントになろう）です。これ

は私たちの大阪天満橋ＲＣやロータリアンが、世界や

地域で役に立つ存在であれるように取り組もうという

ことと私は理解しています。当クラブは今年で創立４

８年になり、２年後には５０周年という大きな節目を

迎えます。ある人の言葉に「本物は続く、続ければ本物

になる」があります。これはその存在に価値があり、続

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2300回） 

２）ソング 日も風も星も 

３）クラブ協議会  

 

 

   次週（７月１６日）のお知らせ 

１）例 会 （2301回） 

２）ソング 友と呼べるのは 

３）卓 話 玉砕の島 

      「パラオ、ペリリュー島」 

          井戸 幹雄会員 
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連絡をお願いいたします。 

⑤ 第2回ロータリーデー実行委員会のご案内を本日

お配りしております。出欠のご返事を事務局まで

お願いいたします。 

⑥ 次週例会場にて「クラブ協議会」を開催いたしま

す。 出欠のご返事を事務局までお願いいたしま

す。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

この一年間、皆様のご協力を頂き頑張ります。宜し

くお願い申し上げます。    山本 喬一 

この一年間御指導、御協力よろしく。 溝手 悟 

１年間よろしくお願いいたします。    中野 格 

山本会長以下頑張れ！    川本 浩 

山本会長、溝手副会長、中野幹事、執行部の皆様御

苦労様です。一年間お世話になります。 

    衣斐 孝雄 

山本 喬一会長、溝手副会長、中野幹事、この一年

の門出にあたりお元気でご活躍をお祈りいたしま

す。    坂本 一民 

山本会長、溝手副会長、中野幹事、執行部の皆様 

一年間お世話になります。    石田 道夫 

山本 喬一新会長へ や（やっと）ま（まわってき

た）も（最も）と（尊い）きょう（今日）いち（一

日）シ・ミ・コ・ミのジュウリより  

                    重里 國麿 

山本会長 はじめ新役員の皆様の門出を祝し！ 

    福原 哲晃 

山本丸の船出を祝して、あわせてメークアップを含

む年間皆出席自祝    中村 健輔 

山本会長、理事、役員の皆様のご活躍をお祈り申し

上げます。    井戸 幹雄 

山本会長、溝手副会長、中野幹事よろしくお願いし

ます。    南川 和茂 

山本会長、溝手副会長、中野幹事、今年１年ご苦労

様でございます。    在本 茂 

山本さん、溝手さん、中野さん この一年よろしく

お願いします。    小寺 一矢 

山本会長、溝手副会長、中野幹事、他理事役員の皆

様１年のスタートです。頑張ってください。  

    橋本 守之 

小寺会長１年間ご苦労様でした。山本会長、中野幹

事１年間頑張って下さい。今年度ＳＡＡ宜しく願い

ます。    髙田 肇 

山本会長、溝手副会長、中野幹事、役員一同一年

ガンバッテください。  中村 修 

山本会長、中野幹事、1年間がんばってください。

  中島 清治 

喬一さん、自然体で頑張って下さい。 

  大矢 平治 

山本会長、溝手副会長、中野幹事、理事役員の皆

様 1年間よろしくお願い致します。受付はまかせ

て下さい。     親睦活動委員会 永田 秀次 

山本新会長頑張って下さい。  岸本 良一 

山本 喬一会長１年間宜しくお願いします。   

  山村 朋史 

山本会長、溝手副会長、中野幹事 １年間、天満

橋ＲＣをよろしくお願いします。中野幹事ＲＣ忙

しくても夜は遊んで下さい。よろしくお願いしま

す。  山田 雅則 

今年度も一年間よろしくお願いします。  

  勝見 茂 

バツイチでヒルトンに戻ってきました。また頑張

りましょう。本年度もソング・プログラム委員会

をよろしく！  髙松 貞彦 

ヒルトン帰りを記念して  西井 幾雄 

一年間よろしくお願いします。  阪本 宗久 

１年間よろしくお願い致します  箕村 保 

誕生日自祝 ８７歳になりました。 

  川本 浩 

誕生日自祝  仲西 良浩 

中川ＳＡＡ 先日は大変お世話になりありがとう

ございました。  中野 格 

中川様 いろいろお世話になりました。 

  井戸 幹雄 

本年１年間ＳＡＡでお世話になります。よろしく

お願い申し上げます。  中川 政照 

初ＳＡＡガンバリます。  寺村 清 

１年間ＳＡＡがんばります。皆様、ニコニコご協

力宜しくお願いします。中川ＳＡＡ先日は大変お

世話になりました。  平尾 彰彦 

               

平成27年7月2日  合計金   243,000円 

          累計金 243,000円 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

松 花 堂 弁 当 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ２名 会員総数 58名 

国内ゲスト  ２名 会員出席 46名(51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  5名 

7月2日の出席率 90.20％ 

4週間前（6月11日）の 

メークアップを含む出席率 87.27％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者10名) 


