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＜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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平和と紛争予防/紛争解決月間
次週（３月３日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2327）

（2328）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング たき火
３）卓

会

３）ソング 君が代・奉仕の理想

話 「大阪城・城南の
歴史と観光について」

玉造稲荷神社 宮司

鈴木

中村

一男

様

４）卓

話 ｢ロータリークラブに感謝して！｣
米山奨学生 ファム ティ タンガ様
米山奨学委員会

健輔会員紹介

４）3月度定例理事会

☆☆ ２月度の結婚記念日 ☆☆
岸本 良一
小澤 満

重里 國麿
金田 五郎
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様、こんにちは。ビジターの皆様ようこそお
越しくださいました。
今月、ロータリーでは紛争解決の月間ですが、
北朝鮮によるミサイル発射や拉致被害者調査の
全面的に中止宣言など全く逆の動きがあり残念
です。
本日は２週間ぶりの例会ですが、この間、地区
ではいろいろな会議と行事がありました。2/6に
は戦略計画委員会があり8組のIMからそれぞれ取
り組み状況の発表がありました。多くのクラブ
で会員のアンケートから本格的な検討に入って
いました。同じ日の午前中には国際奉仕委員長
会議が行われ、ロータリー財団の資金を使った
国際奉仕事業の紹介がありました。また2/14は地
区の社会奉仕委員会とローターアクト委員会と
の共同事業で献血運動がありました。この事業
は大阪天満橋RACがホストクラブとして実施。RAC
会員はもとより当クラブ会員にもご参加いただ

き、血液の集まりにくいこの時期に貢献してい
ただきました。会合と行事に参加の皆様ありが
とうございました。
報告が2件あります。
１.健康委員会の委員長をおねがいしていた藤井
会員が退会されましたので後任として重里
副委員長に今後委員長として活動いただきま
す。よろしくお願いいたします。
２.地区より次年度の地区委員として当クラブの
郡会員にはIM6組ガバナー補佐、溝手会員に社
会奉仕委員会副委員長、中島会員にローターア
クト委員会委員の委嘱状がとどいております
ので後ほどお渡しいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2016-17年度版 ロータリー手帳」申し込み
のご案内をお配りしています。2月29日（月）
までに必ずご提出をお願いいたします。手帳
についての詳細は掲示板をご覧ください。
②新入会員歓迎会のご案内を本日お配りしてお
ります。多数のご出席をお願いいたします。
③№1.5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「2016年ソウル国際大会RI2660地区 大阪ナイ
トのご案内」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。

☆☆ 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

１名
２名
０名
０名

2月18日の出席率
86.00％
5週間前（1月21日）の
メークアップを含む出席率 85.71％
メークアップ実施会員
1名（欠席者8名)

会員総数
56名
会員出席
43名(50名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
7名

⑤「大阪天満橋ロータリークラブの未来につい
て アンケートのお願い」の締め切りが本日
です。早急にご提出お願いいたします。
⑥2月22日（月）0：00～5：00まで大阪駅前第1ビ
ル全館が停電になります。それに伴いまして
事務局FAXの電源は19日退局時に切らせてい
ただきます。19日17：00以降お送り頂きまし
たFAXはエラーになりますのでお気を付け頂
きます様お願い申し上げます。
⑦№4.6テーブル情報集会出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
⑧本日例会終了後 第3回被選理事会を10Ｆ「京
都の間」にて開催致します。関係各位宜しくお
願いいたします。
⑨次週例会終了後「3月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させて頂いております
ので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

コーンチャウダー
ビーフコロッケ、デミグラスソース
レッドベリーとバニラメレンゲのパブロバ
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

たき火

聖歌

渡辺 茂

作詞 巽

作曲

かきね のかきね のまが りかど

たきびだ たきびだ おちば たき

あたろう かあたろう よ

きたかぜ ぴ いぷうふ いて いる

さざ んかさざ んかさ いた みち

累計金 2,009,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

たきびだ たきびだ おちば たき

68,000円

「少しロータリークラブの５０年史をみる」
重里 國麿会員
大阪天満橋ＲＣは２年後に５０周年を迎えま
す。そこで他のＲＣは５０周年を、どのようなこ
とをされていたのか、駆け足でみることにして、
当クラブは何をすべきかの、ヒントになれば幸い
との思いでいます。
そこでこれを機会に、原点であるＲＣとは「奉
仕の理想」を世界中に張り巡らされているＲＣに
よって、奉仕を志すロータリアンを結びつける糸
の役割を果たしています。だから世界中のどこに
住んでいても考えや行動に「奉仕の理想」が生き
ています。
今まで４８年間、天満橋ＲＣの運営は会員諸氏
のロータリアンとしての高い志によって、問題や
改革が敏速に行われてきました。然し、グローバ
ル化の進展に伴い、「奉仕の理想」団体としての
歩み方については、会の衰退、会員の減少、など
組織上の問題としての制度改革、ロータリアンと
しての意識改革を進め、５０周年を節目として、
これまでの在り方を検討する機会であり、大きく
変わろうとする、重要性はますます高くなってい
くものと思われます。

あたろう かあたろう よ

合計金

☆☆ 先週（2 月 18 日）の卓話 ☆☆

しもや け お ててがもう かゆ い

20ヵ年在籍表彰自祝
山本 喬一
2326回例会の卓話を記念して
重里 國麿
結婚53周年記念のお花有難うございました
重里 國麿
結婚記念日自祝
小澤 満
重里さん、本日例会卓話、たのしみです
安田 義治
山本会長、お花を感謝
岸本 良一
2/16、周年事業準備委員会発足致しました。名
称を計画委員会に変更、活動に入りました。皆
様のご協力をお願い致します
井戸 幹雄
戦略計画委員長に山本会長お手数をお掛けしま
す
石田 道夫
長男秀成、無事高校行く所が決まりました。
感謝！
永田 秀次
中村修さん、無事お帰りおめでとうございま
す。
中川 政照
中村修さんおかえりなさい！
中野 格
連続欠席のお詫び、ご迷惑をお掛けしました
中村 修
委員会が発足しました。井戸委員長にお世話に
なりました
50周年記念事業計画委員会 委員一同
平成28年2月18日

）内は会員総数を基準とした値

