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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

ＭＡＲＣＨ

１０

２０１６

ＮＯ．２３２９

水 と 衛 生 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

次週（３月１７日）のお知らせ
１）例

（2329）

（2330）

２）ソング 四つのテスト

２）ソング 友と呼べるのは

話 「職業奉仕委員会で学んだこと」 ３）卓

３）卓

会

話 「入会してから現在まで・・・」
仲西 良浩 会員

地区職業奉仕委員長 田中 徳彦 様
職業奉仕委員会

☆☆ ３月度の在籍表彰 ☆☆
37ヵ年
28ヵ年
23ヵ年
14ヵ年

井戸
小澤
鍬田
末澤

幹雄
満
充生
正大

28ヵ年 南川 和茂
26ヵ年 二宮 秀造
23ヵ年 寺内 清視

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
南川 和茂

中野 格
（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。
昨日までは寒かったのですが、今日からは本
格的に暖かくなるようです。しかし、まだまだ三
寒四温で寒い日もありますので健康にはご注意
ください。私は、20年来の花粉症なので暖かくな
るとつらい日が始まることになります。
昨日は、アメリカ大統領候補者選びのクライ
マックスと言われるスーパーチュースディでし
たが、その結果が注目されるところです。（何か
を加える・・）
本日は3月第一例会ですが、国際ロータリーで
は３月を「水と衛生月間」に定めています。世界
ではまだまだ安全な水を飲むことが出来ない人

４）第4回被選理事会

が数億人もいるとのことで、しばしばロータ
リーの国際奉仕活動の目的に井戸を掘ると言う
事業が多く見られます。
本日は、米山奨学生のファムさんの卓話をし
ていただきますが、ファムさんは先週の土曜日
に2660地区の米山奨学生修了式で無事1年間の奨
学生を終えられました。奨学金も今月が最後と
なり今月には就職をして東京での社会人生活を
はじめられます。地区では13ヶ国、24名の奨学生
が終了されました。
次年度、当クラブは大阪大学法学研究科の3年
生、中国出身の馮 茜（ﾋｮｳ ｾｲ）さんを迎えること
になりました。次年度より地区では1人の学生さ
んを複数クラブでお世話する方法も取り入れま
すが、馮 茜さんは当クラブが従来通り単独でお
世話することになっています。皆様のご協力を
お願いいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①№4・6テーブル情報集会、№1・5テーブル情報
集会、№2・3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。
②新入会員歓迎会出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
③次々週例会終了後「第4回被選理事会」を開催
致します。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。

☆☆ 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

０名
１名
０名
０名

会員総数
56名
会員出席
39名(48名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
9名

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

米山奨学生 ファムさんの卓話を楽しみにして
います。
山本 喬一
本日、ファムさんの最初で最後の卓話です。
１年間大変御世話になりました。 福原 哲晃
誕生日を自祝して
坂本 一民
誕生日自祝！！
衣斐 孝雄
誕生日自祝
橋本 守之
誕生日自祝
中村 修
本日55才の誕生日です。結婚記念でもありま
す。ダブル自祝。
永田 秀次
誕生日自祝
中野 格
結婚記念日自祝
郡 悦清
連続欠席のお詫び
金田 五郎
福原先生 大変お世話になりました。ありがと
うございました。
高良 尚志
先日は石田さん、中野さん、寺杣さん大変お世
話になりました。また沢山お預かり致し感謝申
し上げます。
郡 悦清
退院から1ヶ月、体調すこぶる好調です。
中村 修
FB（フェイスブック）のお友達、お祝いのメッ
セージありがとうございました！ 永田 秀次
平成28年3月3日

合計金

78,000円

）内は会員総数を基準とした値

3月3日の出席率
81.25％
5週間前（2月4日）の
メークアップを含む出席率 84.62％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)

の方にアドバイスを頂いて元気を取り戻し、諦
めずに頑張りました。精神的にも大きな支援を
頂きました。また、米山奨学生になって色々な世
代の日本人と留学生と学友会の方と出会い、国
際交流を深めながら、このような方からいっぱ
い学べました。一年を通して有意義な時間を過
ごし、自分自身が成長したと実感しました。日本
に留学してこのように恵まれてとてもありがた
く思います。そして、これから卒業し、社会人に
なりますが、ロータリーから受けた恩を次の世
代にお返ししたいと思い、自分ができることを
精一杯頑張りたいと思います。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
シーフード、菜の花、山菜のサラダ、伊予柑
ヴィネグレット
海老ムースを詰めた若鶏手羽先のフリカッセ、
バターライス添え
クリームチーズとストロベリークリームの
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

累計金 2,121,000円

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

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

「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
一年間、大阪天満橋ロータリークラブにお世
話になりました。奨学金を頂いたおかげで時間
的と金銭的に余裕がありましたので、勉強に集
中できて、就活も無事に終えることができまし
た。ロータリークラブからのご支援が4年生の私
にとって大変助かりした。心から感謝致します。
奨学金の支援だけではなく、毎月の第一例会に
出席させて頂き、そして、クラブの行事にも参加
させて頂きました。ロータリアンの方々が人生
の先生として色々教えて頂きました。私が就職
活動をしている時、スッと上手く行かなくて何
十社も落ちていました。心が折れてしまいそう
ですが、カウンセラーの方と他のロータリアン

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

☆☆ 先週（3 月 3 日）の卓話 ☆☆

