－－青少年交換来日生 －－

－－ No.１,５,６ 情報集会－－

当クラブから派遣の永田秀成君の交換生とし
て、米国ミネソタ州ミネアポリス市から、コリー
ナさん（Korrina Chantland)さんが、８月２５日
PM3:00関西空港に無事到着しました。１６時間半
の長旅にも関わらず元気に到着ゲートから姿を
みせ、すぐに出迎えのロータリアンを見つけて
うれしそうに挨拶をしてくれました。空港には
川原委員長始め永田、田邊、木村、山本各会員と
伊藤地区委員が出迎えました。この後コリーナ
さんは3日間の地区研修をうけるために長居
ユースホステルに移動しました。

8月25日午後６時より「大阪とらふぐの会」で、
１９名と多くの参加をえて開催されました。と
らふぐとハモという美味しい食材のコラボに加
え季節先取りのまったけもあり、贅沢な食材を
絶妙な味付けでいただきながら会員の懇親、話
も盛り上がり楽しい時間を過ごしました。お世
話いただきました会員に感謝申し上げます。
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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
次週（９月８日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆

♪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
8月27日、コリーナさんは本年度来日生８名と
いっしょに研修を終了し、ホストファミリーと
の対面と歓迎の会が長居ユースホステルで行わ
れました。第１ＨＦの鳥枝さん家族と第２ＨＦ
の永田会員、勝見青少年奉仕委員長、田邊会員、
山本（カウンセラー）が参加してきました。

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
登録締切：9月9日（金）

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

☆☆ 松本
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まつもと

会
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話
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それでこそロータリー
「５０年追憶」
福井

興 会員

健 康 委 員 会

進也ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
秋刀魚の香草風味焼き、雑穀入りライスサラ
ダ、茸のマリネ
牛フィレのポワレ、ポテトガレット、ブロッ
コリー、マッシュルームソース
チョコレートムースとヘーゼルナッツキャラ
メルクリーム、ラズベリーシャーベット添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター
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＊＊ガバナー公式訪問を迎えて＊＊
会長 石田 道夫
松本進也ガバナーにはご多忙の中、本日当ク
ラブに公式訪問頂き深謝申し上げますとともに
当クラブ会員一同より歓迎申し上げます。
７月２８日には郡悦清ガバナー補佐と中島進

☆☆ 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
59名
会員出席
47名(56名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
9名

治ガバナー補佐エレクトにお越し頂き懇談会に
て当方理事・役員より年次計画書を基にして各
委員会活動計画、戦略委員会の進捗状況、５０周
年記念事業計画並びに当クラブの同好会につい
てご説明させて頂き、お二人より貴重なご意見・
ご助言を賜りました。
今 年 度 Ｒ Ｉ の テ ー マ“Rotary Serving
Humanity”（人類に奉仕するロータリー）にたい
し松本ガバナーの地区方針“The Ideal of
Service”が示されています。ガバナーは“奉仕”
と“サービス”の違いを“奉仕”は一方的行為、
“サービス”は相互的行為であると鮮明にされ
ております。
本年度は今年４月のＲＩ規定審議会での決定
事項の問題及び２年後のＩ・Ｍ再編の問題、当ク
ラブ次年度５０周年と課題は多く御座います
が、当クラブは出来るだけ以前のスタイルを守
りたく思っております。是非、松本ガバナーより
忌憚のないご助言、ご指導をお願い申し上げま
すと共にご多忙な中での本日の御来訪に対し厚
く御礼申し上げます。
松本ガバナーの益々のご健勝とご活躍をお祈
り申し上げます。

☆☆

９月度のお誕生日

2日 在 本
茂
16日 中村 健輔
21日 髙 田
肇
26日 福 井
興

☆☆

9日 安田 義治
19日 中島 清治
24日 南川 和茂
（敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

リオでのオリンピックも終了し、日本は金１
２、銀８、銅２１の計４１個のメダルを獲得し史
上最多となりました。本当に色々な感動を与え
てくれた１７日間でした。
先週例会日の１１時よりパスト会長会が開催
され、５０周年記念事業計画委員会の井戸委員
長より計画案を説明、皆様方のご意見等を頂き
まして、計画委員会から実行委員会へ移行、愈々
５０周年がそこまでやって来た実感が湧いてま
いりました。
例会には一昨年フランスからの交換留学生の
アヌークさんと来年度交換留学生候補の木村会

）内は会員総数を基準とした値

8月25日の出席率
83.93％
5週間前（7月28日）の
メークアップを含む出席率 89.09％
メークアップ実施会員
1名（欠席者7名)
員のお孫さんの鳥枝ジュリアさんが出席してく
れ挨拶してくれました。そしてこの日、本年度交
換留学生の永田会員御子息の永田秀成君がご両
親や大矢会員・勝見会員に見送られてアメリカ
に旅立ちました。
当日の夜はビアフレンド会が開催、委員会報
告で仲西会員が最悪森本会員と二人きりになる
かもと言う言葉に流石天満橋のメンバー！ロー
タリー精神に則りあれよあれよという間に多く
の人が集って頂き本当に有り難う御座いまし
た。仲西会員・森本会員に感謝感謝です。
２２日（火）ヒルトンホテル４クラブ連携の
為、最後の大阪西北RCに大富様（大阪西RC・IM５
組直前ガバナー補佐）と当クラブより井戸会員・
寺杣会員共々訪問し、４クラブ連携の合意を得
て９月・１０月にはまず４クラブの会長・幹事会
を開催する予定です。
２４日（水）はRACの例会が開催され、国際奉
仕委員会の井戸会員のお孫さんの澤山まりなさ
んが留学していたイタリアについての話をされ
ました。また９月７日の三世代合同親睦会にも
RACより４名ほど参加してくれRAC会員の増強を
目指してくれます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①9.10月卓話予定者表をお届けしております。
担
当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者を
事務局までご連絡お願いいたします。
②№3・7テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
③「2016-17年度 地区大会」登録申込書を事務
局にご提出お願いいたします。
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「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致しま
す。
⑥「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。
⑦次週9月1日は松本ガバナーをお迎えしてのガ
バナー公式訪問です。多数の会員のご出席を
お願いいたします。なお、例会前に10Ｆ「京都
の間」にてガバナー公式訪問懇談会が開催さ
れますので関係各位は11:00集合でお願いいた
します。

⑧№1・5・6テーブル情報集会が本日開催されま
す。関係各位は17：45に帝国ホテル1階に集合
下さい。
⑨本日例会終了後「9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

本日、卓話宜しくお願いします！ 田邉 三郎
長男秀成が無事ミネソタに到着致しました。こ
れから一年よろしくお願い致します。感謝
永田 秀次
夏もおわります。何とかしのぎました
小寺 一矢
残暑お見舞申し上げます。皆様いつも有難うご
ざいます。
寺杣 晃一
田邉会員、卓話楽しみにしています。
中村 健輔
田邉さん 本日の卓話ガンバッテ下さい。
SAA・広報・青少年交換兼任ガンバッテ下さい
川原 和彦
田邉会員、卓話楽しみにしています。
井戸 幹雄
田邉さん、本日の卓話 楽しみにしています。
中川 政照
三郎会員 本日の卓話笑かして下さい。
仲西 良浩
本日、田邉会員の卓話 本当に、本当に、本当
に楽しみにしています。
平尾 彰彦
田邉さん 卓話楽しみにしています。
柳澤 興平
田邉さん 卓話楽しみにしております。
宮里 修一
平成28年8月25日

合計金

41,000円

累計金

685,000円

☆☆ 先週（8 月 25 日）の卓話 ☆☆
「私の存在価値」
田邉 三郎会員
与えられた担いを一生懸命する！つまり、石
田会長年度では、
①SAAの担い（昨年度中川先輩に教えて頂いた
事を基に、今年度井戸委員長のもとで頑張る！）
②広報委員会（今のところ全くお役に立てて
いませんが、会報の作成を中心に広報委員とし
ての責務を果たす。）
③青少年交換委員会のお手伝い（川原委員長
の指示に従い、サポートできることをする。）
④ゴルフ同好会幹事（趣味の会を通してメン
バーの方々の結束・親睦が深まるよう工夫し設
営する。）
これが、今年度の大阪天満橋RCでの私の存在
価値となると信じて頑張りますので、今後とも

宜しくお願い致します！
あと、仕事を通して一つあまり知られていな
い「終身保険」使い方をお伝えしておきます。
「終身保険」は保険業界では「万能保険」と言
われたりもします。貯蓄性と保障性を両方兼ね
備えているからです。
そして、それ以外に、・解約返戻金の８～９割
は貸付を受けれる。そしてそれは死亡保険金で
相殺される。という使い方もあり、特に高齢の方
であれば、返戻金が必要だからと言って解約が
唯一の方法ではないということです。保険は入
り方も大事ですが、使い方がもっと大事です。
他社の商品でも結構です。是非、聞いて頂きた
いと思います。そんなことで僕の存在価値が上
がるのであればロータリアンとしてやっていく
勇気になります。
以上

☆☆ 青年功績賞授与式 ☆☆
8月27日（日）、一般財団法人大阪府青少年活
動財団「ユースサービス大阪」運営の、奈良県吉
野町「吉野宮滝野外学校」で青年功績賞授与式を
行いました。予報では昨年同様雨とのことでし
たが、幸いにも晴天に恵まれました。当クラブか
らは石田会長、高良副会長、箕村幹事、寺杣幹事
エレクト、勝見青少年奉仕委員長、中西親睦活動
委員、の6名が出席しました。
17時からユースリーダー皆様の手作りのキャ
ンプ料理をご馳走になり、18時30分からは高橋理
事長様以下12名の役職員の方を含む総勢100名弱
の方が出席され、ファイナルセレモニーが開催
されました。体育館でのロウソクの明かりだけ
のすばらしい雰囲気のなか、
17種もの事業を担当
された各リーダーの方の報告をメインにセレモ
ニーが無事終了した後、青年功績賞授与式が行
われ、当クラブより18名のユースリーダー（うち
欠席者3名）の方に対して、青年功績賞と記念品
を贈呈しその功績を称えました。
最後になりましたが、本事業に関わっていた
だいた皆様、誠に有難うございました。
（青少年奉仕委員会）

