
8月30日（日）東大阪市立野外活動センター「自

由の森なるかわ」に溝手副会長はじめ福原・梅

本・寺杣・郡の会員5名で青年功績賞授与式に参

加してきました。当日は生憎の天候で屋外での

キャンプファイヤーを囲んでのファイナルセレ

モニーが出来ず、施設内でのローソクを灯して

の式典となりましたが、何度参加しても、本当に

心温まる素晴らしい式典でした。 

青少年奉仕委員会 

2014-15年 青少年交換派遣生帰国報告会 

8月29日、長居ユースホステルにおいて立野

ガバナーご臨席のもと、9名の帰国生の報告

会が行われました。 

派遣生9名はみんな出発前より体も精神力も

ひとまわり大きくたくましくなって元気に

帰国しました。 

当クラブよりフランス1520地区に派遣され

ていた徳岡虎太郎君も現地でのラグビーの

様子や学校の違いなど貴重な経験を報告し

てくれました。 

地区青少年交換委員会 

2014-15年委員長 山本 喬一 

３．４テーブル合同 情報集会 

８月２７日（木）１８時より３・４テーブ

ル合同の情報集会が中之島リーガロイヤル

ホテル 割烹「みおつくし」において行わ

れました。山本会長をはじめ会員１５名の

参加となりました。寺村テーブルマスター

進行のもと山本会長挨拶、石田エレクト乾

杯の発声によりはじまり、各会員には２年

後に迎えるクラブの設立５０周年に向け、

さらなる活性化策や活動近況などスピーチ

を披露頂き、盛況に親交を深める会は、美

味しい料理とお酒を頂くなか、気がつけば

早２１時を廻り、帰りの時刻も気にかかる

頃、最年長井戸会員により中締めを頂きお

開きとなりました。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

茸、帆立貝、栗のテリーヌ、オーロラソース、 

ムスクラングリーン 

牛フィレ肉のミニッツステーキ、バルサミコ

酢風味のオニオンフォンダン、ガーリック

ビーフジュ 

柚子風味のババ、オレンジシャーベット添え 

コーヒー又は、紅茶 

バゲット、ソフトロールとバター 

 ♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪ 
９月第１例会のお知らせ 

日時：2015年9月12日(土曜日) 
【開 会】13：00、閉会点鐘 17：00 
内  容：「大阪西南RAC・大阪天満橋RAC合同
BBQ&クリーンハイク」 
場所：西中島南方駅集合 
登録料：RAC3000円、OB/OG3500円、RC4000円 
登録先：幹事 田中友二 
 mail：tenmabashi@2660rac.org 
   TEL：080-3858-9239 

 

コインサービスの報告 
ロータリー財団 

米山奨学会 

  ７/１  残  高   0円 

   ８/27  受  入  100円 

   現 在 高  100円 

2010年度  会員増強委員会委員長 

2013年度  会長 

【第2660地区】 

1994年度 地区ローターアクト委員 

1995年度 地区ローターアクト委員 

2001年度 地区代表幹事 

【その他】 

マルチプル・ポールハリス・フェロー 

ベネファクター 

メジャードナー 

米山功労者（マルチプル） 

ガバナー公式訪問を迎えて 

会長 山本 喬一 

 立野純三ガバナーには大変ご多忙の中、

本日当クラブに公式訪問いただき感謝申し

上げますとともに会員一同より心から歓迎

申し上げます。 

 ８月６日には松川雅典ガバナー補佐にお

越しいただき、クラブ協議会において各奉

仕活動および戦略計画委員会の計画にご指

導、ご助言を賜りました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第2660地区 

立野 純三
たての  じゅんぞう

 ガバナー  

プロフィール 

【生年月日】１９４７年３月８日 

【職  業】㈱ユニオン 代表取締役社長 

【職業分類】 金物製造 

【ロータリー歴】 

大阪RC入会：1989年7月28日/26年在籍 

1993年度  ローターアクト委員会委員長 

1996年度  クラブ幹事 

2004年度  プログラム委員会委員長 

2005年度  ロータリー財団委員会委員長・理事 

2008年度  社会奉仕委員会委員長・理事 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2306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 「ガバナー所感」 

        国際ロータリー第2660地区 

        ガバナー 立野 純三 様 

５）ガバナー公式訪問懇談会 

   次週（９月１０日）のお知らせ 

１）例 会 （2307回） 

２）ソング 我等の生業 

３）卓 話 「迫りくる医療危機」 

     医学部受験専門予備校 ロゴス 

       理事長 黒木 經孝 様 

         岸本 良一会員紹介 
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事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111 

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 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1100号 大阪駅前第1ﾋﾞル11階 

例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪 ４F 

会 長 山本 喬一  幹 事 中野 格  広報委員長 山村 朋史 

ROTARY Club Weekly Bulletin 

＜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 

2015-2016年度RIテーマ 

基本的教育と識字率向上月間 

☆☆ 立野 純三ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆ 



 当クラブは２年後に創立５０周年を迎え

ます。ＲＩ方針「世界へのプレゼントにな

ろう」および地区方針「変革を！ ロータ

リーを通じて奉仕（プレゼント）を！」を

受けて、当クラブでは「奉仕（プレゼン

ト）を実践し、絆を深めよう！」を方針と

しました。創立５０周年に向けて、当クラ

ブや会員が地域社会にとって価値のある存

在になるために、本年度より会員間の絆を

深めクラブの基盤固めをしていく所存で

す。 

 本日は立野ガバナーにおかれまして、当

クラブの運営につきまして忌憚のないご助

言、ご指導をお願い申し上げます。また立

野ガバナーの益々のご健勝とご活躍をお祈

り申し上げます。 

☆☆ ９月度のお誕生日 ☆☆ 

   2日 在 本  茂    9日 安田 義治 

  16日 中村 健輔    19日 中島 清治  

     20日 寺 村  清    21日     髙 田  肇  

    24日 南川 和茂      26日    福 井  興   

      26日 阪本 宗久   

                （敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様、こんにちは、ビジター、ゲスト皆様、よ

うこそお越しいただきましたごゆっくりお過ご

しください。 

寝屋川市の痛ましい事件、西日本への大きな

台風上陸に加えて世界同時の株価下落と暗い

ニュースが続いています。しかし、厳しい暑さも

峠を越して過ごしやすくなり、私たちのロータ

リー活動も本格始動と言うところです。ロータ

リーデーの案内には連日のように担当の会員が

IM6組の各クラブをまわっていただいています。

また、この週末は当クラブの伝統的奉仕事業の

青年功績賞授与式を予定しています。9月には本

年度最初の家族会、3クラブ合同の社会奉仕とい

ろいろな事業が続いています。本年度のクラブ

目標としております「奉仕を実践し、絆を深めよ

う！」を実現するときであります。各担当の委員

長より皆様へ参加の要請があると思いますが、

是非こころよくご参加いただき絆を深めたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

本日は、第一回目の「戦略計画委員会」を開催

いたします。当面は2年後に迎える創立50周年ま

でのクラブのあり方を検討して行きたいと考え

ています。また、この8月は会員強化月間でもあ

ります。50周年を迎えるにあたりクラブの力を強

めるためには「会員の増強は不可欠」です。当ク

ラブにおきましては、会員強化は50周年まで継続

して取り組まなければならない課題です。会員

増強につきましても皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 9.10月卓話予定者表をお届けしております。担

当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を

事務局までご連絡お願いいたします。 

② 三世代クラブ合同社会奉仕事業に参加のご返

事を頂いております会員各位に、集合場所等

のご案内を本日お配りしております。なお、ご

返事がまだの方は本日中に事務局までお願い

いたします。 

③ 「2015－2016年度地区大会」出欠のご返事を事

務局までお願いいたします。 

④ 第5回ロータリーデー実行委員会の出欠のご

返事をお願いいたします。 

⑤ №7・8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より№3・4テーブル情報集会がリー

ガロイヤルホテルＢ2Ｆ「 みおつくし 」にて

開催されます。関係各位よろしくお願いいた

します。 

⑦ 次週9月3日は立野ガバナーをお迎えしてのガ

バナー公式訪問です。多数の会員のご出席を

お願いいたします。なお、例会前に10Ｆ「京都

の間」にてガバナー公式訪問懇談会が開催さ

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 58名 

国内ゲスト  ０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 

8月27日の出席率 90.20％ 

５週間前（7月30日）の 

メークアップを含む出席率 88.68％ 

メークアップ実施会員     2名（欠席者8名) 

れますので関係各位は11:00集合でお願いいた

します。 

⑧ 本日例会終了後に「9月度定例理事会」を開催

いたします。関係各位宜しくお願いいたしま

す。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日、卓話宜しくお願いします。 平尾 彰彦 

9/5 秋の家族会出席最終のお願いです！よろし

くお願い致します。 永田 秀次 

9/10 大野屋にて小唄の会を開催します。皆様の

ご出席をお願いします。 井戸 幹雄 

平尾会員の初卓話頑張って下さい。 石田 道夫 

平尾さん初卓話楽しみにしてます。 川原 和彦 

平尾さん卓話たのしみにしてます。 中村 修 

平尾さん、初卓話楽しみにしております！ 

 中野 格   

平尾さん初卓話期待しています。 箕村 保 

平尾さん初卓話楽しみにしております。 

 寺杣 晃一      

早や秋の気配、夏バテされませんように 

 小寺 一矢 

井戸さん石田さんヒラマツビアガーデン最高で

した。感謝 川原 和彦 

みぐるしい頭のリボン2回目ですよろしく 

 溝手 悟 

平成27年8月27日  合計金   45,000円 

          累計金 587,000円 

☆☆ 先週（8月 27 日）の卓話 ☆☆ 

  「 私 の 生 業 」 

平尾 彰彦会員 

会社名は、㈱L&Bソリューション 設立は、平

成21年9月。 

業務内容は、生命保険、損害保険の代理店業

務、企業のM&Aコンサルティング業務を事業の二

本柱としております。 

保険の業務に関しましては、プロの資格を

持ったファイナンシャルプランナーが、数ある

保険会社、保険商品の中から、顧客のニーズに最

適な保険を選ぶお手伝いをしています。 

また、M&A業務に関しましても、企業の存続と

発展、経営者、社員や多くの会社関係者の幸福の

為、金融機関のM&A部門や会計事務所、弁護士事務

所と連携し、コンサルティングやアドバイザ

リー業務を行っております。 

特に、保険に関しましては、この20年間で保険

業界の勢力地図が大きく変わる中、それまでほ

ぼ専売制の様な状態であった保険業界で、保険

会社の枠にとらわれることなく生命保険会社14

社、損害保険会社4社と複数の保険会社を取扱い、

可能な限り顧客のニーズに合った保険商品選び、

ご提案ができる体制を構築しております。 

企業の節税対策から事業継承の相談。個人の

お客様の家族を守る保障から、相続対策のご相談

まで、幅広い分野のご相談をお受けしています。 

今後も増え続けるニーズにお応えするため

日々精進して参ります。宜しくお願い致します。 

 

☆☆青年功績賞授与式☆☆ 

8月30日（日）、一般財団法人大阪府青少年活動

財団「ユースサービス大阪」運営の、奈良県吉野

町「吉野宮滝野外学校」で青年功績賞授与式を行

いました。あいにくと前日からの雨模様の中、当

クラブからは山本会長、中野幹事、勝見青少年奉

仕副委員長、山田米山奨学委員長、箕村幹事エレ

クト、の5名が出席しました。17時からユースリー

ダー皆様の手作りのキャンプ料理をご馳走にな

り、18時30分からは総勢100名弱の方が出席され、

ファイナルセレモニーが開催されました。雨天の

ため体育館ではありましたがロウソクの明かり

だけのすばらしい雰囲気のなか授与式が行われ、

25名のユースリーダーに対して、青年功績賞と記

念品を贈りその功績を称えました。最後になりま

したが、本事業に関わっていただいた皆様、誠に

有難うございました。 


