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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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次週（８月４日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2347回）
２）ソング
バラが咲いた
３）卓 話 ｢日本に残さないといけない文化｣
津軽三味線内田流師範 大黒 恵子 様
山田 雅則会員紹介
４）8月度定例理事会
５）ガバナー補佐訪問懇談会

☆☆ 郡

会

（2348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

会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話

「会員拡充に向けて―具体的な道程―」
会員強化委員会

悦清ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第６組担当
郡 悦清 ガバナー補佐
プロフィール
【生年月日】 1948年2月28日
【職
業】 日本製缶工業㈱
【ロータリー歴】
1991年1月 大阪天満橋ＲＣ入会
1995年～1996年 幹事
1998年～1999年 理事
2003年～2004年 副会長
2005年～2006年 会長
2008年～2009年 理事
2009年～2010年 会長
2012年～2013年 理事
ベネファクター
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

＊＊

１）例

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

１８日に梅雨も明け、いよいよ夏本番！暑さ
に負けないように頑張りましょう。先週は本年
度第１回目のクラブ協議会が開催され、社会奉

仕委員会からは本年担当となる３クラブ合同社
会奉仕事業について、米山奨学委員会からは米
山奨学生OBへの週報並びに必要な情報提供につ
いて提案があり、是非前向きに進行を推し進め
て行きたく思います。
会員強化委員会よりは最大のテーマでありま
す会員増強について８月会員増強月間の４日の
例会時に会員一人一人に入会候補の紹介を推し
進めて行くと同時に早急に戦略計画委員会と協
力して当クラブの新しい入会案内の作成をお願
い致します。会員組織委員会より本年よりの規
定審議会での改定の話があり、私個人と致しま
しては基本的に以前の規定を踏襲して行きたく
存じます。ソング・プログラム委員会からは、卓
話者の急な欠席等に対応する為卓話バンクの創
設を提案され、これは至急対応させて頂きます。
健康委員会よりは本年度健康に関する卓話を
二回用意しており、まず第一回目は９月８日に
福井会員による卓話です。
最後に戦略計画委員会と５０周年記念事業実
行委員会からの報告がなされました。
当日の夜、昨年５月１４日にご逝去された宇
野パスト会長を偲ぶ会がヒルトンホテルにて開
催され有志２２名と宇野氏御子息が参加、井戸
世話役より趣旨説明があり福井会員の献杯の挨
拶で始まり、各人が宇野氏の思い出話をされ、皆
さん故人の大らかで気配り上手な人柄を懐かし
く思い出された事でしょう。最後に宇野氏御子
息がご挨拶され、今すぐとはいかないがロータ
リーに入会するなら大阪天満橋以外ないと断言
され皆さん大拍手の内に幕を閉じました。

☆☆ 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

幹 事 報 告

59名
41名(52名)
22名
11名

☆☆

①7-9月度の座席表を本日お配りしております。
②「三世代クラブ有志一同懇親会」のご案内を
お配りしております。
③次週はガバナー補佐訪問日になります。
④第37回大輪ゴルフ会の出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
⑤「2016-17年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑥次週例会終了後「8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

在籍27ヶ年自祝
安田 義治
結婚記念日自祝 会長よりのお花のお陰で夫婦
の会話が再開できそうです。
平尾 彰彦
結婚記念日自祝
高橋 俊起
結婚記念日自祝 子づくりがんばります。
深田 博司
本日、来年度派遣留学生としての面接を受けさ
せて頂きました。
木村 忠夫
本日の卓話宜しくお願い致します 寺杣 晃一
寺杣さん本日の卓話楽しみです。 石田 道夫
寺チャン卓話がんばって。
井戸 幹雄
寺杣さん卓話楽しみです。
南川 和茂
寺杣会員の卓話を祝して楽しみに聞かせてもら
います。
中川 政照
寺杣さん 暑い中熱い卓話を楽しみにしてます
よ。
川原 和彦
寺杣さん、本日卓話楽しみにしております。
お手やわらかに…。
中野 格
寺杣さん卓話頑張って笑いの無い話し帰ります
よ！
山田 雅則
寺杣さん、本日の卓話たのしみにしています。
中村 修
寺杣さん、卓話楽しみにしております。
宮里 修一
寺杣さん、本日の卓話楽しみにしております。
今後共よろしくお願いします。
末澤 正大
末澤大チャン会員、良くお越し頂きました。
これからも宜しく！
石田 道夫
大チャン 今後もがんばって出席して下さい。
井戸 幹雄
末澤正大さん 久さびさのお目もじうれしく思
います。
中川 政照
末澤君、今度こそ、出席を続けて下さい。
南川 和茂
末澤さん ようこそ！！まずは6ヶ月皆出席ガ
ンバッテ下さい。
川原 和彦
平成28年7月21日

合計金

99,000円

累計金

466,000円

）内は会員総数を基準とした値

7月21日の出席率
78.85％
４週間前（6月30日）の
メークアップを含む出席率 88.46％
メークアップ実施会員
0名（欠席者 6名)

☆☆ 先週（7 月 21 日）の卓話 ☆☆
「入会４年生のロータリーの友」
寺杣 晃一会員
当クラブに入会させて頂き早3年が経ちまし
た、その間に仲間との出会や別れもありました
が大切な皆様と今後も末永くお付き合を願いた
いものです。
ロータリーの目的に①知り合いを広める事に
よって奉仕の機会とするとありましたので、こ
の3年まずは活動には出来るだけ参加する事を
目標といたしました。クラブの事業活動には素
晴らしい奉仕のプログラムがあり、特に新しい
会員の方には、例会以外にも積極的に活動に携
わる機会があれば良いのではないかと思いま
す。お陰様でこのクラブのプログラムを通して
得難い友人に巡りあえた事を本当に感謝してお
ります。
奉仕の理想を共有しているメンバーとともに
数年間は苦労したり楽しんだりせずに、この親
近感は得られるものではなく、活動が深まると
さらに交流の機会が増え、私にとり掛け替えの
ない時間となりました。
当クラブも来年度には創立来50年を迎えると
いうところですが、
在籍48年となられます諸先輩
方もクラブ運営にご尽力を頂いており、これか
らの世代としてはなお頑張らねばという想いで
あります。
これより②職業上の高い倫理基準を保ち、役
立つ仕事はすべて価値のあるものと認識し、社
会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職
業を高潔なものにする これを目標としていけ
ればいいなと。
最後に「奉仕は続けますので、どうぞこの友だ
けは私より失わせないで下さい」と願い結びと
させて頂きます。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
８月第１例会のお知らせ
日 時：8月3日（水）
【開 会】19：30
内 容：「奉仕活動について」
場所：錦城閣（通常例会場です。）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ココナッツ風味の穴子のフライ、クスクスのマリネ
サラダ、カレー風味の青万願寺唐辛子のクーリー
牛フィレ肉のグリル、夏野菜のスティーム添えエク
ストラバージンオリーブ油と
バルサミコ酢エッセンス
スパークリングワインゼリーと桃のコンポート、
アーモンドシガレット添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

