OSAKA-TEMMABASHI
ROTARY Club Weekly Bulletin
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
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 石田 道夫
幹 事 箕村 保
広報委員長 中村 健輔
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

2016-2017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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ロータリー財団月間
次週（１２月１日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓 話

南川

和茂

会員

次年度理事・役員選挙

５）12月度定例理事会

☆☆ １１月度の結婚記念日 ☆☆
西井 幾雄
橋本 守之
箕村 保

＊＊

川原 和彦
福原 哲晃

会

（2361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

友と呼べるのは
「ロータリーの原点」

クラブ研修リーダー
４）年次総会

１）例

（2360回）

木村 忠夫
中川 政照
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

１１月１４日（月）は１９４８年以来６８年ぶ
りにスーパームーン（Supermoon）が見れるとのこ
とで楽しみにしておりましたが、生憎の雨模様
で残念ながら大阪では見ることが出来ませんで
した、でも空を見ると雲が一部凄く明るい感じ
がし、きっとその上で満月が照らしているのだ
ろうと思いました。次に見れるのは１８年後と
の事なので私自身見れるかどうか？です。
１１月１０日（木）は、テーブルNO.３，６，
７のテーブルミーティングがリーガロイヤルホ
テルで開催されました。２８Fの個室で「日本料
理なかのしま」の料理を堪能致しました。久々に
末澤会員も顔を出してくれ楽しいひと時を過ご
すことが出来ました。
１１月１６日（水）RACの例会が開催。この日
は大阪東RACとの合同例会で、国際交流を主題に
１４名の留学生（中国、モンゴル、アルゼンチン、
アメリカ、ミヤンマー、マダガスカル外）が参加。
大阪東淀ちゃやまちRCの磯田さん、大阪東RCの
RAC委員長の島ノ内さん、勝見委員長も参加して

４）卓

話

「新入会員自己紹介」
深田 博司 会員
今井 浩
会員
河田 惠昭 会員

下さり国際色豊かな大人数での例会でした。
最後に今年も終わりが近づいて参りました、
会員増強再度お気にして頂き、５０周年に向け
ての会員増強何卒宜しくお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①地区大会の名札ならびに「地区大会当日のご
案内とお願い」を本日お配りしております。
②クリスマス家族会の出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。多数のご参加をお願い
いたします。
③次週例会終了後、年次総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願いいたします。
④次週例会終了後「12月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
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

本日の卓話よろしく！
４８ヵ年在籍を祝して
２ヵ年自祝
２ヵ年在籍自祝
１ヵ年在籍自祝
６ｹ月ホームクラブ皆出席の自祝
６ｹ月皆出席自祝
６ｹ月皆出席自祝
ホームクラブ皆出席自祝
６ｹ月ホームクラブ皆出席自祝
髙松会員 卓話楽しみです

髙松
福井
髙橋
森本
柳澤
髙松
橋本
柳澤
木村
梅本
井戸

貞彦
興
俊起
成俊
興平
貞彦
守之
興平
忠夫
知秀
幹雄

☆☆ 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
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

59名
38名(53名)
22名
15名

髙松委員長 本日の卓話たのしみにしていま
す。
中村 修
結婚記念日お花ありがとうございます
木村 忠夫
石田会長 結婚記念日に美しいお花とメッセー
ジありがとうございます。
川原 和彦
本日、ボジョレヌーボー解禁 素敵な日に７３
才を迎えました！！明るく元気にガンバリま
す。
川原 和彦
川原和彦さんお誕生日お目出とうございます。
ところで何回目のお誕生日ですか。すっかり失
念していました。
中川 政照
在本会員、梅本会員、木村会員 先日はありが
とうございました。
柳澤 興平
平成28年11月17日

合計金

73,000円

累計金 1,237,000円

☆☆ 先週（11 月 17 日）の卓話 ☆☆
創立 49 週周年記念卓話
「創立４９周年に因んで」
髙松 貞彦 会員
“あの時の土曜日のお昼はまるで戦争でした
ね。”当時、松坂屋百貨店にお勤めになっていた
小森さんはこの様に表現される。当天満橋ＲＣ
は１９６７年１１月４日の創立以来２０年間の
長きに渡って例会日・例会場を、当時天満橋に
あった松坂屋百貨店の８階で、毎週土曜日の午
後１２：３０から１３：３０まで開いていまし
た。ここまでは何のヘンテツもないお話なのだ
が、メーキャップにお越しになるビジターさん
の数が土曜日のお昼とゆうことでもあり、他の
クラブを抜きんでて多かった。１００名を超え
るビジターさんのご来場も年に数回数えられた
のである。私が幹事をしていた１９８６～１９
８７年で少ない時で３３名、多い時で８８名の
ビジターさんをお迎えしたのである。毎例会、多
数のビジターさんがお越し下さることは賑々し
くありがたい反面、会場の進行に著しく支障を
きたすことにもなった。メンバーの数よりビジ
ターさんの数の方が多い例会の雰因気をお察し
頂ければおわかり頂けると思う。
お客様のご紹介に１０分以上要したり、会場
にお入り頂けなかったり、お昼のお食事の用意
等、毎例会が戦争だったのである。

）内は会員総数を基準とした値

11月17日の出席率
71.70％
5週間前（10月20日）の
メークアップを含む出席率 76.00％
メークアップ実施会員
1名（欠席者13名)
－－№3･6･7テーブル情報集会－－
11月10日午後6時よ
り、リーガロイヤルホ
テル「エメラルドルー
ム」にて開催されまし
た。テーブルメンバー
10名に、石田会長、高
良副会長、箕村幹事、
橋本会長エレクト、寺
杣幹事エレクトを加
え、総勢17名の皆様に
ご参加いただきまし
た。会場設定や料理
等、中川会員にお手配
いただき、同ホテル日本料理総料理長兼日本料
理なかのしま料理長平野則元さんの手による季
節の料理を堪能いたしました。
石田会長のご挨拶、井戸創立50周年記念事業
実行委員長の乾杯で始まり、皆様全員に一言ず
つ近況報告をしていただきました。中でも、久し
振りにお顔を見せていただきトップバッターを
務めていただいた金田会員から、過日手術され
た肺がんが「多形癌」と診断され治療療養中で
あったところ、当初は順調であったが約１年半
経過した頃に他方の肺と腰椎に転移しているの
が発見されたことから、試験的に新しく開発さ
れた抗がん剤の投与を３か月半受けてみたとこ
ろ、副作用もなく、先日の検査結果で、がん細胞
がきれいに消失していると診断されたという大
変衝撃的なお話が飛び出しました。これには一
同びっくり！
以後は、健康談議に話題が集まり、お酒も進む
終始なごやかな雰囲気の中で、橋本会長エレク
トの中締めのご挨拶をもって閉会となりまし
た。それにしても、金田さん、良かったですね。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ミネストローネ、バジルペースト添え
・鴨胸肉のロースト、林檎のフイユテ、グリ
オットチェリーとラム酒のソース
・柿のミルフィーユ、ほうじ茶のソース
・コーヒー又は、紅茶
・胡桃入りソフトブレッドとバター

