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2015-2016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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

ＮＯ．２３０１
次々週（７月３０日）のお知らせ

１）例

会 （2301回）

会

（2302回）
奉仕の理想

２）ソング

友と呼べるのは

２）ソング

３）卓

玉砕の島

３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

「パラオ、ペリリュー島」

４）8月度定例理事会

話

井戸

幹雄会員

☆☆ ７月度の結婚記念日 ☆☆
髙橋 俊起

平尾 彰彦
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

ビジターの皆さん、ようこそいらっしゃいま
した。本日は大阪大手前ＲＣより、中林会長およ
び竹森幹事が新年度のご挨拶にお越しいただい
ております。さらに青少年交換の短期交換生で
カナダから来ていますサマンサ・ラロンデさん
とその交換相手の杉本真歩さんとお母様の杉本
亜鶴巳様にもお越しいただきました。
さて、この１週間はいろいろなことがおきま
した。まずは女子サッカー「なでしこジャパンの
活躍」です。決勝ではアメリカに敗れ史上初の
ワールドカップ連覇は成し得ませんでしたが、
我々日本人に強い感動を与えてくれました。
次に衝撃的なことは、ギリシャの債務不履行
です。予想されていたので大きな混乱は無いと
思いますが、日本経済への影響が少ないことを
祈るばかりです。しかしすでに中国の経済不安
とも競合して株価の大幅下落を引き起こしてい
て日本にも影響があることは避けられないよう
です。このような状態でも対応策を出さない政
府やのんびりと休日を楽しんでいるギリシャ国
民をみるとあまりの人間性の違いに驚くばかり
です。

さらに、７月５日には、日本の明治産業革命遺
産が世界遺産に登録されました。今日の日本の
繁栄はこの時代の先駆者の驚くべきスピードで
の近代化への努力がもたらしたことをあらため
て有り難く感じる次第です。それにしても今回
の登録に際しての韓国の対応は腹立たしいもの
があります。新たな歴史認識問題に発展する可
能性が大きく、危惧されます。
また、ロータリー関係では、７月４日に地区青
少年交換のオリエンテーションがありました。
また5日には、米山学友会の総会があり、当クラ
ブからカウンセラーの福原会員と米山奨学生の
ファムさん、米山学友の祝方悦さんが参加され
ました。さらに昨日８日には、大阪天満橋ＲＡＣ
の本年度初例会が開催され、当クラブから小寺
直前会長はじめ沢山のロータリアンが出席され
ＲＡＣの本年度のスタートに花を添えていただ
きました。参加の皆様どうも有り難うございま
した。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①2015-16年度 年次計画書 を会員ポストにお配
りしております。
②7月～9月分の座席表を本日お配りしておりま
す。
③「ロータリー用会員名刺作成のご案内」を本
日お配りしております。作成を希望されます
会員各位におかれましては7月30日までにご
提出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
２名
０名
１名

会員総数
58名
会員出席
50名(53名)
出席規定適用免除 25名
会員欠席
3名

④ロータリーの友電子版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。
⑤卓話時のプロジェクター・スクリーン（各1台）
は無償でお借りできますが使用日の10日程前
にはヒルトン大阪に必ずご連絡をお願いいた
します。なお、その他の機器（音声ケーブル等）
につきましては費用が発生しますので宜しく
お願いいたします。
⑥本日例会終了後「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。
⑦「2015-2016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
いたします。
⑧本日18:00～
「関西文化サロン」
において青少年
交換・歓送迎会を開催します。出席のご返事を
頂いております方は宜しくお願いいたしま
す。
⑨次々週7月23日（木）は定款により休会にさせ
て頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂き
ます。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

平成27年7月9日

合計金

110,000円

累計金

353,000円

☆☆ クラブ協議会 ☆☆
本年度第1回クラブ協議会が開催されました。
山本会長の挨拶の後、各委員長から新年度の
事業方針および事業計画について詳細な説明が
ありました。

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

鯛のカルパッチョ、トマト、枝豆、“酢橘”
ヴィネグレットとフォーム添え
牛フィレ肉のグリル、夏野菜のスティーム添え
エクストラバージンオリーブ油とバルサミコ
酢エッセンス
パイナップルとキャラメルクリームのタル
ト、バニラアイスクリーム添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

7ヵ年在籍自祝
山田 雅則
在籍2ヵ年自祝
寺杣 晃一
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
小寺 一矢
サマンサ・ラロンデさんカナダからようこそお
越し下さいました。
山本 喬一
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
寺内 清視
初例会欠席お詫び 山本会長、溝手副会長、中
野幹事、理事役員の皆様のご活躍を祈ります。
川原 和彦
山本会長、溝手副会長、中野幹事一年間良しく
お願いします。
郡 悦清
小寺丸、本当に良く頑張られました。有難うご
ざいました。山本丸の航海無事を祈念してま
す。
二宮 秀造
山本会長はじめ役員の皆様御苦労様です。
小澤 満
39回目の結婚記念日妻の暖い愛情に感謝してま
す。
二宮 秀造

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

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

7月9日の出席率
94.34％
４週間前（6月18日）の
メークアップを含む出席率 80.70％
メークアップ実施会員
0名（欠席者11名)

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年間宜しくお願い致します
大阪大手前ＲＣ中林邦友会長、竹森敏麿幹事
大阪大手前ＲＣ中林会長、竹森幹事ようこそお
越し頂きました。
山本 喬一
47年皆出席自祝 50年在籍まであと3年ガンバリ
ます。
川本 浩
当クラブ在籍32年自祝
橋本 守之
在籍表彰自祝
安田 義治
15ヶ年在籍自祝
高良 尚志

）内は会員総数を基準とした値

