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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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疾 病予 防と 治療 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 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
４）卓 話
「新入会員自己紹介」
今井 浩
会員
河田 惠昭 会員
廣畑 剛志 会員

☆☆ １２月度のお誕生日 ☆☆
1日
8日
11日
21日
29日

寺内
中川
西浦
廣畑
小寺

清視
政照
司
剛志
一矢

8日
8日
17日
27日

石田 道夫
髙松 貞彦
松宮 清隆
柳澤 興平
（敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

１１月１７日（木）例会終了後、５０周年実行
委員会が開催され、委員会組織・実行項目・期限
案が発表され、委員会を企画、総務・会計、式典、
祝宴、記念事業、来賓、広報、記念誌、共催事業
の９部門に分け、各部会長と第一次委員を決定。
実行項目については各委員会が責任を持って期
限内に実行していく事が決められました。又、記
念事業テーマは皆様方の投票結果の末“夢と未
来 架ける情熱 天満橋”に決定致しました。実
行委員会は次回は１２月２２日に開催され、１
月の第３例会の卓話の時間に詳細を発表し皆様
方のご意見も参考にさせて頂く予定です。各部
会の打ち合わせは順次進めて頂きます。
当日夜はビアフレンド会がアサヒビアホール
にて開催され、金田会員が元米山留学生のロシ
ア出身のサフォーノフ・アレキサンドル（サー
シャ）君をお連れ頂きました。彼は現在アイコム
（株）で陸上業務無線の設計をしており、３人の
父親となっております。クリスマス家族会にも
子供を連れて参加してくれるそうです。

次週（１２月８日）のお知らせ
１）例

会

２）ソング

（2362回）
四つのテスト

３）クリスマス家族会

１１月２２日（火）はIM６組会長・幹事会の第
３回目の「睦輪会」がガスビル食堂にて開催さ
れ、郡ガバナー補佐、中嶋ガバナー補佐エレクト
と１１クラブの会長・幹事が参加し、各クラブが
活動報告を行い、良い情報交換が出来たと思い
ます。お手伝い頂きました永田会員・梅本会員・
寺杣会員お世話になりました。次回は来年２月
２８日（火）にヒルトン大阪にて開催予定です。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①クリスマス家族会の出欠のご返事、本日が締
め切り日です。ご返事が未だの方は早急にご
提出をお願いいたします。
②№4・5テーブル情報集会が本日18：00からホテ
ルモントレ大阪8Ｆ「隨縁亭」にて開催されま
す。関係各位よろしくお願いいたします。
③本日例会終了後、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年次総会終了後「12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

南川クラブ研修リーダー 本日の大切な卓話楽
しみにしております。
中村 健輔
南川和茂会員本日の卓話楽しみにしています。
中川 政照
結婚記念自祝 11/23日 今年で金婚式を迎えま
した。お陰様で何とか持ちました。妻に感謝。
美しい花をありがとうございました。
橋本 守之

☆☆ 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

会員総数
会員出席
会員欠席

59名
44名(55名)
22名
11名

結婚記念日自祝 アーア
中川 政照
結婚記念日自祝。美しいお花をお贈りいただき
有難うございます。
福原 哲晃
美しいお花 ありがとうございました。
西井 幾雄
結婚記念日 自祝
木村 忠夫
結婚記念日、自祝 会長すてきなお花ありがと
うございます。
箕村 保
平尾さん ありがとうございます。 箕村 保
平成28年11月24日

合計金

44,000円

）内は会員総数を基準とした値

11月24日の出席率
80.00％
5週間前（10月27日）の
出席率 85.19％
0名（欠席者8名)
４．会員一人一人が原点に帰り、当クラブの歴史
と伝統を再認識して頂き、「人生で最大の幸福
は職業による奉仕と家庭の円満である」との信
念の下、今後より一層充実したロータリーライ
フを目指して頂きたいと思います。
５．本日は、神戸ロータリークラブのご協力を得
まして、「ロータリー入門 ～歴史と伝統・理
念とルール～ 」のＤＶＤを皆様にご覧頂きま
す。
－－№4.5テーブル情報集会－－

累計金 1,281,000円

☆☆ 先週（11 月 24 日）の卓話 ☆☆
「 ロータリーの原点 」
クラブ研修リーダー 南川 和茂 会員
本年度クラブ研修リーダーを務めております
南川です。
１．今年の規定審議会の結果、今後のロータリー
の方向を大きく変える可能性のある変更がな
されました。
それは一言で言うと「柔軟性」であります。
「例会と出席に柔軟性を認める件」と、「会
員身分に柔軟性を認める件」の２つです。
２．例会の頻度・場所・広報・会員種類に関する
ものにクラブの柔軟性を認めるということで
す。
今回の規定審議会の決定によって、全ての
ロータリークラブは上記の事柄を変更・修正で
きることになります。但し、我が大阪天満橋
ロータリークラブの石田会長は今後も変更を
加えないことを選択するということですので、
この機会に今一度「ロータリーの原点」を確認
したいと思います。
３．ロータリーの基本理念は「職業奉仕」にあり
ます。
手続要覧によると、「職業奉仕とは、あらゆ
る職業に携わる中で、奉仕の理想を生かしてい
くことをロータリーが育成、支援する方法であ
る」となっており、職業上の高い倫理基準・役
立つ仕事はすべて価値あるものという認識・社
会に奉仕する機会としてロータリアン各自の
職業を高潔なものとすることが奨励されてい
ます。この職業を通じて奉仕しようとする点
が、ロータリーが他の慈善団体と違うところで
す。

１１月２４日（木）午後６時よりNO.4.5テーブル
合同の情報集会が南川テーブルマスターのご紹
介の、西梅田隠れ家的レストラン「隨縁亭」にて
開催されました。石田会長を含め12名の参加にて
とりおこなわれました。
永田テーブルマスターの進行のもと、石田会長の
ご挨拶をいただき、郡ガバナー補佐による乾杯の
ご発声の後、四季折々の旬の素材を生かした美味
しい懐石料理に舌鼓し、重里パストガバナー補佐
のご挨拶を始めとし、各会員の近況報告やロータ
リーへの思いをお話しいただき、橋本会長エレク
トによる閉会の挨拶により、お開きとなりまし
た。ご参加いただきました皆様、ありがとうござ
いました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ビーフカレー
・ミックスサラダ
・フルーツ取り合わせ
・コーヒー

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
12月第3例会のお知らせ
日 時：12月4日（日）
開会点鐘13：00 開会点鐘16:00
内 容：「血液センター見学
および藤岡八重子様による卓話」
場所：近畿ブロック献血センター

