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＜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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会員増強・新クラブ結成推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2350回）
ビューティフル サンデー
「私の存在価値」
田邉 三郎 会員
４）9月度定例理事会

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様お盆休みは如何様にお過ごしでしたで
しょうか？１４日と１５日は雷と雨が凄かった
ですね。
私はのんびり静養させて頂き十分充電出来ま
した。さて、前回の例会では「会員増強・新クラ
ブ結成推進月間」に因んで会員強化委員会が会
員候補の掘り起こしを実施して頂き、大凡２０
名前後の候補者の名前が列挙されました。この
半分強の方に入会頂ければ目標の第一歩であり
ます、会員数７０名が現実のものとなります。大
事なのは今後皆様方のご協力の下、全員で力を
合わせて増強に努めて参りたいと存じますの
で、是非お力添え宜しくお願い申し上げます。
当日の夜は本年度初のテーブルミーティング
（２・４テーブル）が新地の「圓石」にて開催さ
れ、この暑い夏を乗り切ろうと台湾薬膳鍋を頂
きました。
９日（火）は第一回会長杯と山本会長杯の取り
切り戦が宝塚ゴルフ倶楽部旧コースで開催さ
れ、山本会長杯の取り切り戦が山本直前会長・井
戸キャプテン・郡ガバナー補佐の３名にて行わ
れ、接戦の末井戸キャプテンが制せられました。
また第一回会長杯は梅本会員が優勝され、準優
勝は箕村幹事 B・Bは寺杣会員でB・Mは不肖私で
御座いました。１１月８日の第二回に向けて練
習に励み是非リベンジしたいと思います。
本年度は取り切り戦をポイント制にし、年間
ポイント上位８名にて取り切り戦。優勝及び準

次週（９月１日）のお知らせ
１）例 会 （2351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 「ガバナー所感」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 松本 進也 様
５）ガバナー公式訪問懇談会
優勝、三位の商品を準備しておりますので、是非
新しい方もご参加下さいませ。因みに私のゲッ
トしたポイントは１点のみです。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2016-17年度 地区大会」のご案内が届いて
おります。チラシならびに登録申込票書をお
配りしておりますので出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
②「ロータリー財団100周年記念シンポジウム
開催のご案内」が届きましたので開催要領を
掲示板に掲示しております。お申し込の方は
事務局までお願い致します。なお、会場の都合
により先着順になっております。
③「秋のＲＹＬＡセミナー パンフレット」に
訂正（連絡先変更）がございますので再度配布
させて頂きます。なお、今回より初級・上級の
区別がなくなりました。
④新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑤№1・5・6テーブル情報集会の出欠のご返事を
お願いいたします。
⑥「2016-17年度青年功績賞授与式（大阪府）」出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
⑦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。
⑧「2017年ロータリー国際大会（ｱﾄﾗﾝﾀ大会）」出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
⑨「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。

☆☆ 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
１名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

59名
35名(53名)
22名
18名

⑩次週例会終了後「9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、カンさんに卓話をして頂きます。よろし
くお願いします。
山本 喬一
久しぶりに自クラブに出席させて頂きます。
郡 悦清
昨年フランスからの派遣学生アヌークさんと、
来年派遣予定の鳥枝ジュリア君が当クラブに来
てくれました。
木村 忠夫
アヌークさん ようこそ！例会に来てくれて有
難う。
山本 喬一
去る8月11日（木）ヒルトンホテル5F 桜山の間
にて傘寿祝賀パーティー無事終了しました。
重里 國麿
第1回石田杯、優勝自祝 同伴競技者の西浦会
員・中村修会員ありがとうございました。暑い
中ゴルフ幹事さん、ありがとう。 梅本 知秀
山本会長杯を頂き、有難うございました。
井戸 幹雄
髙松さん荒木さん、文珍さん独演会お世話にな
りました。
中村 健輔
仲西さん ナスビ有難う御座居ます。 中村 健輔
平成28年8月18日

合計金
累計金

）内は会員総数を基準とした値

8月18日の出席率
66.04％
5週間前（7月21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)
て就職ビザという方法もありましたが、ちょう
ど交際している女性がいたので配偶者ビザで再
来日し、元の工場でエンジニアとして働くこと
ができました。その後、永住権も得て待遇はよく
なっていたので私は日本で家を買うこともでき
ました。
10年少したった頃、友人の紹介で今の会社に
転職しました。会社では、資材や作業員を運搬す
るモノレールの車体設計やそれを現場に設置す
る仕事をしています。これまでの経験で私も少
しMade in Japan の製品作りに参加できたと思う
し、５Ｓや常に改善をするという日本人の物作
りの考え方をすこし理解できたと思います。
これからも日本でいろいろな物作りの経験を
したいと思っています。また、これから余裕がで
きたらベトナムのためのボランティアにも取り
組みたいと思っています。
－－青少年交換派遣学生出発－－
2016-17年度 青少年交換派遣学生 永田秀成君
が8月18日13：00に関空から米国ミネソタ州に出
発されました。

39,000円
644,000円

☆☆ 先週（8 月 18 日）の卓話 ☆☆
「私にとって日本で働くこと」
在日ベトナム人 グエン グエン カン様
山本 喬一会員紹介
私はベトナム南部の海に面したファンティエ
ト市で生まれ、高校卒業後ホーチミン市の工科
大学とビジネス大学の2つの大学で学んでいま
した。親の経済状態が悪くなり工科大学を先に
卒業して働くことにしました。「Made in Japan」
のバイクや家電製品などは世界中で人気のある
製品で、大きな戦争を経験したのに世界で認め
られる製品を作る日本にとても興味があり、一
度は行きたいと思っていました。
新聞広告で日本の研修生の募集を見つけまし
た。保証金等8,500米ドルが必要で3年間の待遇も
よくなかったけれどあこがれの日本に行く方法
だと思い、祖母にお金を借りてもらってやっと
研修生として日本に来ました。日本に来るとさ
らに条件が悪く苦労をしましたが3年間我慢を
して働きました。職場で上司に大学を卒業して
いることを話すと仕事もエンジニアとしての仕
事もさせてもらえました。
3年の研修生終了後、再度日本に来る方法とし

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
9月第１例会のお知らせ
日 時：9月14日（水）(9/7より移動)
【開 会】19：30
内 容：「友達のふやし方」
場所：錦城閣（通常例会場です。）
登録料：3,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆コ
冷製コーンスープ、バルサミコ酢風味のホイップ添え
空豆とスナップピース入りポークメンチカツ、
ミント風味のトマトとパイナップルのサルサ
マンゴーシブースト、チョコレート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

