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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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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2352回）
それでこそロータリー
興 会員

健 康 委 員会

会

２）ソング
３）卓

「５０年追憶」
福井

次週（９月１５日）のお知らせ

話

（2353回）
日も風も星も
「人生いろいろ

－基本なくしてファインプレーなし― 」
山本企画
寺内

☆☆ ９月度の在籍表彰 ☆☆
24ヵ年 中村 健輔

18ヵ年 川原 和彦

17ヵ年 山村 朋史

15ヵ年 梅本 知秀

12ヵ年 永田 秀次

1ヵ年 宮里 修一

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
南川 和茂

高良 尚志
(以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日はガバナー公式訪問として松本進也ガバ
ナー、田中眞人副代表幹事に御来訪頂きまして
深謝申し上げるとともに当クラブ会員一同より
歓迎申し上げます。
先程はガバナーと当クラブ理事・役員との懇
談会を開催させて頂き、貴重な意見・アドバイス
を頂き、又後程松本ガバナーより「ガバナー所
感」を卓話して頂きます。
さて、先週の例会前に戦略計画委員会が開催
され、山本委員長の下「活気あるクラブへの道―
退会防止」について各委員と討論、やはり、声掛
けの励行及び紹介会員の手助けが重要と再認識
致しました。
当日夜はNO.１・５・６のテーブル情報集会が

清視

山本

博史

様

会員紹介

「大阪とらふぐの会」にて開催され、郡ガバナー
補佐と私は大阪大手前RCの佐々木会員の藍綬褒
章受章パーティで遅参致しましたが、夜の会に
久々に高松会員・寺内会員がお顔を見せて頂き
大変嬉しく、大いに盛り上がりました。
２７日（土）は地区ロータリー財団セミナーが
開催され寺内ロータリー財団委員長と私が参加
致しました。
本年財団創立１００周年で、又皆様に色々と
ご協力をお願い申し上げることとなりますの
で、何卒宜しくお願い申し上げます。
２８日（日）は大阪府青少年功績賞授与式が奈
良吉野宮滝野外学校で開催され、当クラブより
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・仲西親睦活動委員と私が参
加。台風の影響で雨は降らないのですが、スッキ
リしない天気故残念ながら屋外での卒業式を取
りやめ体育館での式典となりました。１８名の
卒業生（女子が１６名・男子２名）皆充実した顔
で誇らしげにファイナルセレモニーに臨んでお
り、我々も清々しいその姿に何時も通り感動を
覚えました。
今週３日（土）は東大阪市立野外活動センター
での授与式です。晴々した感動を頂いて参りま
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
３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

59名
44名(54名)
22名
10名

７日（水）三世代の親睦会 今現在大手前１４
名・中之島１６名と大変多くの会員が参加予定
です。当クラブは１４名ですので更にご参加の
程宜しくお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて9月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②新入会員3名の方々のロスター追記分をお配
りしております。ロスターへの貼付をお願い
いたします。
③9.10月卓話予定者表に変更がございますので
本日訂正分をお配りしております。
④「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。
⑤№3・7テーブル情報集会の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
⑥明日9月2日（金）18:00より錦城閣にておいて新
入会員歓迎会が開催されます。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

松本進也ガバナー 田中眞人副代表幹事 御来訪
歓迎致します。
石田 道夫
松本ガバナーをお迎えして
橋本 守之
松本ガバナー様 ご来訪ありがとうございま
す。
箕村 保
松本進也ガバナーのご来訪を歓迎して
坂本 一民
松本ガバナーのご来訪を歓迎申し上げます。
山本 喬一
松本進也ガバナー 田中眞人地区副代表幹事様
本日のご来訪感謝申し上げます。 中川 政照
松本ガバナーのご来訪を歓迎して 高良 尚志
松本ガバナー 田中副代表幹事 ご来訪歓迎致し
ます。
溝手 悟
松本ガバナーのご来訪 誠にありがとうござい
ます。
永田 秀次
誕生日自祝
在本 茂
誕生日自祝
中村 健輔
誕生日自祝
髙田 肇
誕生日自祝
南川 和茂
誕生日自祝
福井 興
福井興会員 お誕生日お目出とうございます。
中川 政照

）内は会員総数を基準とした値

9月1日の出席率
81.48％
5週間前（8月4日）の
メークアップを含む出席率 86.54％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)
安田義治会員 80才傘寿をお祝い申し上げます。
中川 政照
安田会員、傘寿を迎えられお目出とう御座いま
す。
中村 健輔
安田会員の傘寿をお祝い申し上げます。
山本 喬一
中川さん、トラフグの店素晴らしかったです。
いいお店ありがとう。完食しました。
小寺 一矢
中野さん、山田さん、箕村さん 先日はお世話
になりありがとうございました。 宮里 修一
先日は、山田さん、中野さん、宮里さん、あり
がとうございました。
箕村 保
川原さん、先日は本当にありがとうございまし
た。
宮里 修一
平成28年9月1日

合計金

82,000円

累計金

767,000円

☆☆ 先週（9 月 1 日）の卓話 ☆☆
2016-17年度 RI会長テーマ
及び第2660地区ガバナー方針
2016-17年度 ガバナー
松本 進也
11時から当クラブ理事・役員との懇談に続き
公式訪問例会で、ＲＩと地区の方針について卓
話いただきました。卓話の詳細につきましては
別紙の印刷物をご参照ください。

－－ 新入会員歓迎会 －－

－－ 青年功績賞授与式 －－

9月2日18：00より、天満橋の大阪キャッスルホ
テル錦城閣おいて新入会員歓迎会を開催致しま
した。新入会員の河田恵昭会員、今井浩会員、深
田博司会員、木川武利会員、坂東信幸会員、廣畑
剛志会員の入会を歓迎して、石田会長・高良副会
長・箕村幹事をはじめ、会員及び事務局から25名
の参加いただきました。今井浩会員は所用で残
念ながら欠席されました。
開会の辞の後、
石田会長の挨
拶に続き、
乾杯
の音頭は50周
年記念事業実
行委員会・井戸
委員長の発声
で祝宴がス
タートしました。和やかな雰囲気の中、推薦者の
皆様より新入会員の方々へ入会を歓迎する挨拶
とロータリーとその活動範囲、会員の責務等に
関する簡単な説明、新入会員の略歴の紹介があ
り心温まる言葉で終始しました。

9月3日（土）、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、東大阪市「東
大阪市立野外活動センター“自由の森なるか
わ”」にて青年功績賞授与式を行いました。台風
の接近による雨が心配されましたが、幸いにも
晴天に恵まれました。当クラブからは石田会長、
橋本会長エレクト、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、廣畑親睦
活動委員、の7名が出席しました。

新入会員の方々より入会にあたっての経緯や
決意等の答礼があり、あっと言う間の2時間でし
た。最後に郡パスト会長から、会員の心構え等を
ロータリークラブの四方山話を交えウイットの
とんだ締めの挨拶でお開きとなりました。
厳粛で意義深い新入会員歓迎会を開催する事
ができましたのも、ご参加頂いた会員の皆様の
ご協力のおかげあっての事と、この場をお借り
してお礼申し上げます。
（親睦活動委員会）

例年と異なりお昼の11時30分から施設見学を
させていただいた後、ユースリーダー皆様の手
作りのカレーをご馳走になりました。
そして13時
からは中野代表理事様以下5名の役職員の方を
含む総勢70名弱の方が出席され、
夏の事業
（8事業
で約280名の親子のご参加があったそうです）の
クロージングセレモニーが開催されました。セ
レモニーのメインプログラムとして青年功績賞
授与式が行われ、
当クラブより16名のユースリー
ダーの方に対して、青年功績賞と記念品を贈り
その功績を称えました。

いつもながらユースリーダー皆さんのご活躍
を目にして、こちらが心洗われる思いで一杯に
なりました。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）

－－ 紳士の料理教室 －－

－－ 米山奨学生ＯＢ会 －－

9月1日午後6時より、大阪ガスクッキングス
クール淀屋橋で１５名の参加で開催されまし
た。今回は中華料理、メインの「あんかけ焼きそ
ば」とサイドメニューの「棒々鶏サラダ」、「豆
もやしとキュウリの和え物」の３品です。
イカや海老などシーフードを包丁で飾り切り
やスライスをし、野菜を短冊や千切りに仕上げ
て炒め、あんかけのあんに仕上げて完成！ 美
味しそうな中華食が出来上がりました。

９月３日、米山奨学生ＯＢ会を金田会員の激
励会も兼ねて開催しました。トルコ航空勤務の
ユルドゥルム ファーティさんは10カ月の愛娘の
ハンナちゃんと奥さんとの家族連れての参加で
す。無線機メーカーに勤めるサーシャさん、博士
取得に取り組む祝方悦 さん、４月から不動産会
社に勤めているファム ティ タンガさんも元気
に近況を話してくれました。クラブからは現・元
米山奨学委員会の委員長・カウンセラー大矢、福
原、山本各会員が出席しました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
9月第2例会のお知らせ
日 時：9月21日（水）
【開 会】19：30
内 容：「新入会員に向けての三役および
委員会説明」
場 所：錦城閣（通常例会場です。）
登録料：3,000円
登録締切：9月15日（木）
登録先：幹事 小城ひろ子
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：090-6888-9677

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・コーンクリームチャウダー
・ハンバーグステーキ、とろけるモッツァレ
ラチーズ添え、トマトデミグラスソース
・グリンティーマスカルポーネムース、
麩のラスク添え
・コーヒー又は、紅茶
・胡桃入りソフトブレッドとバター

矢野一郎

それでこそロータリー

東京ＲＣ

一、どこで会っても

やあと言おうよ

見つけた時にゃ

おいと呼ぼうよ

遠い時には

手を振り合おうよ

それでこそ

ローローロータリー

二、笑顔笑顔で

語り合おうよ

心心で

結び合おうよ

みんな世の為

働き合おうよ

それでこそ

ローローロータリー

