
への寄付金の使途・施設内容を会員の皆様方に

ご理解頂く為、センターよりの卓話を依頼する

方向で進めて頂いております。井戸実行委員長

よりは大阪RC、大阪東西南北RCの50周年を参考に

格調の高い素晴らしい50周年事業を目指そうと

の締めの挨拶がありました。次回は6月8日本日に

開催です。 

当日夜は第6回紳士の料理教室が大阪ガス

クッキングスクールにて開催、会員10名・ビジ

ター6名の計16名でフレッシュトマトとモッツァ

レラの冷製パスタ、鯛のアクアパッツァに挑戦

し各人其々の出来上がった料理を白ワインと共

に美味しく頂きました。次回は9月7日（木）青椒

肉絲ですので是非多くの方のご参加をお待ちい

たしております。 

6月6日（火）本年度最後となる4回目のゴルフ

会が好天に恵まれ、よみうりカントリークラブ

で開催。結果は何とまさかのシニアのワン・ツー 

フィニッシュ！ 川原パスト会長が優勝、郡ガ

バナー補佐が準優勝でした。おめでとうござい

ます。これでポイント制による取り切り戦への

出場資格者8人が決まり９月２６日（火）関西ゴ

ルフ倶楽部にて雌雄を決します。ご期待下さい

ませ。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 本日13：10～当例会場において「クラブ協議会

（新旧合同）」を開催いたします。会員各位の

多数のご参加をお願いいたします。クラブ協

☆☆☆ ６月度の結婚記念日 ☆☆ 

  西浦  司   二宮 秀造  山田 雅則 

               （以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

５月３１日（水）５０周年実行委員会の式典・

祝宴部会と来賓部会との合同会議を川原会員の

会社にて開催、１５名程の会員が集まり特に式

典・祝宴について討議がなされました。先日の大

阪東RC６０周年を参考にして如何にスピー

ディーにシンプルに進行出来るかを検討し、当

クラブでの内部表彰や記念事業等の贈呈式、感

謝状の授受等は出来るだけ１１月２日（木）の天

満宮での移動例会で行い、写真又はビデオに収

めて記念式典の折に披露してはどうか、祝宴の

食事に要する時間を一時間半と考えて祝宴のス

タート時間を早目にして食事後のショーもお酒

が入っているので重厚なものではなく皆さんが

和むものが良いのでは等の意見が出、翌日の部

会長部会に諮問することを決めました。 

翌６月１日（木）例会後に井戸５０周年実行委

員長の下、各部会の報告が行われ式典・祝宴部会

から前日討議された事項が報告されタイムスケ

ジュールを出来るだけシンプルにスムーズに進

行し、式典では台湾国旗・国歌、タイ国旗・国歌

をスライドで上映し司会者も日本語と英語での

進行をしようとなりました。記念事業部会では

中村健輔部会長の下で、大阪国際がんセンター

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2386回） 
２）ソング  四つのテスト 
３）卓 話  「 委 員 会 」 
       50周年記念事業実行委員会 

 

次週（６月２９日）のお知らせ 

１）例 会 （2387回） 
２）ソング  友と呼べるのは 
３）卓 話  「 会長挨拶 」 
          石田 道夫会長 
４）７月度定例理事会（新旧合同） 

ＪＵＮＥ ２２ ２０１７ ＮＯ．２３８６ 
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議会資料は全会員ポストに配布させて頂いて

おります。なお、報告書を事前にご提出頂きま

した本年度各委員長のテーブルに配布してお

りますのでご確認のうえ、加筆・訂正がござい

ましたら事務局までお申しで下さい。 

② 「新旧理事・役員・委員長懇親会」の出欠のご

返事を事務局までご提出お願いいたします。 

③ 本日18：00から№2.5テーブル情報集会が「 楽 

待 庵（らくたいあん） 」にて開催されます。 

④ 次週6月15日（木）は定款により休会にさせて

頂きます。なお、事務局もお休みさせていただ

きます。 

☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

入会40周年を迎えました 皆様に感謝して  

 坂本 一民 

39ヵ年在籍表彰自祝 髙松 貞彦 

在籍表彰自祝 衣斐 孝雄 

在籍 自祝 重里 國麿 

6ヶ月ホームクラブ皆出席 自祝 石田 道夫 

6ヶ月ホームクラブ皆出席 自祝 山本 喬一 

おそくなりましたが結婚記念日にお花をいただ

きありがとうございました。 坂東 信幸 

ゴルフあきらめず入会以来苦節19年遂に会長杯

優勝させて頂きました。感激です 川原 和彦 

準優勝でベストエイト入り 取り切り戦で優勝

をねらいます 郡 悦清 

石田記念 郡さんとのワンツーフィニッシュ 自

祝 万才！！ 川原 和彦 

梅本さん 平尾さん まさかのブービーまさかの

メーカー おめでとうございます 川原 和彦 

平成29年6月8日  合計金   63,000円 

          累計金 2,887,000円 

☆☆クラブ協議会（新旧合同）☆☆         

6月8日（木）例会に引き続き13：10から新旧合

同のクラブ協議会が開催されました。2016－17

年度各委員長の活動報告の発表と2017-18年度委

員長への引継ぎが行われました。 

－－社会奉仕活動報告書－－ 

平成29年6月14日（水）に、献血事業を行いま

した。日本分析化学専門学校において、大阪赤

十字血液センター献血推進課の協力のもと、前

回までは学校の一室をお借りして献血を行って

いましたが、今回は屋外の駐車場で献血バスで

の献血を行いました。室内の場合は、センター

の方、学校の方々に大変な協力のもと準備をし

て頂いておりました。今回は献血バスでしたの

で本当にスムーズに準備ができ予定より少し早

く受付を行うことが出来ました。 

献血結果報告 献血受付者 73名・採血総数57

57名 （400ｍL 50名・200ｍL 7名 ※体調不

良、問診等で不採血の方16名）以上の学校の先

生、職員、生徒の皆様にご協力を頂きました。 

－－Ｎｏ．２、５テーブル情報集会－－ 

6月8日午後6時より石田年度最終の情報集会

として天満橋ＯＭＭビル22階の「楽待庵」におい

て開催されました。新緑に包まれた大阪城を一

望できるすばらしい眺望と会席料理を楽しみな

がら50年近く前に出来たOMMビルにまつわる話で

盛り上がりました。食事が進むうちに外は見事

な夜景にとなり食事と景色を楽しめた集いでし

た。ご参加の皆様有り難うございました。 

No.2テーブルマスター 山本 喬一 

No.5テーブルマスター 西井 幾雄 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 59名 

国内ゲスト  １名 会員出席 41名(52名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 21名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 11名 

6月8日の出席率 78.85％ 

5週間前（5月18日）の 

メークアップを含む出席率 84.00％ 

メークアップ実施会員     0名（欠席者8名) 

☆☆ 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 


