OSAKA-TEMMABASHI
ROTARY Club Weekly Bulletin
第2660地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日
事務局 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1100号 大阪駅前第1ﾋﾞル11階
例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪 ４F
会 長 石田 道夫
幹 事 箕村 保
広報委員長 中村 健輔
事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111
E-mail:temma-rc@temmabashirc.xsrv.jp http://temmabashirc.xsrv.jp

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 （2353回）
２）ソング
日も風も星も
３）卓 話 「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 山本 博史 様
寺内 清視 会員紹介

☆☆ ９月度の結婚記念日 ☆☆
仲西 良浩
中野 格

＊＊

中村 修

梅本 知秀
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週の例会は「ガバナー公式訪問」にて、松本
進也ガバナー、田中眞人副代表幹事が訪問され
松本ガバナーより「ガバナー所感」としての卓
話を頂きました。私としてはアインシュタイン
のバイオリンの話が凄く興味深かったです。皆
様は如何でしたでしょうか？郡ガバナー補佐、
全会員の皆様の御蔭でガバナーより高評価を頂
いたそうです。
当日夜は「紳士の料理教室」が大阪ガスクッキ
ングスクールで開催され、１５名の参加で海鮮
あんかけ焼きそば等を作成、イカの花咲き切
り？に挑戦致しました。完成後は各々自分達の
作った料理とビールで大満足の恵比須顔でし
た。
９月２日（金）河田会員、深田会員、木川会員、
廣畑会員、坂東会員５会員の新入会員歓迎会が
錦城閣で開催、残念ながら今井会員が仕事の都
合にて欠席となりましたが、懇親を十分深めら
れたと思います。このような歓迎会を今期中に
数回は開催したいと思います。そうすれば結果
として目標会員数のまずは７０名がクリアー出
来、クラブの活性化に繋がるものと信じており
ます。

次々週（９月２９日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2354回）
旅愁
「新入会員自己紹介」
宮里 修一 会員
柳澤 興平 会員
４）10月度定例理事会

９月３日（土）大阪府青少年功績賞授与式が東
大阪市立野外活動センター「自由の森なるかわ」
で開催され、橋本会長エレクト、高良副会長、箕
村幹事、勝見青少年奉仕委員長、寺杣幹事エレク
ト、廣畑親睦活動委員と私の７名で参加致し、卒
業生１６名（男子４・女子１２名でミドル３年間
での卒業が４名）を表彰致しました。毎回ですが
充実し清々しい学生の顔を見ると心身共に癒さ
れ、心が洗われた気持ちになりました。
昨日７日は三世代クラブの親睦会が中央電気
倶楽部のエレキ亭で開催、当クラブ２０名、大手
前RC１３名、中之島RC１６名、RAC４名の計５３名
での大宴会となりました。大変和やかな宴とな
り、三世代クラブの交流が更に深まったと思い
ます。この交流会を３クラブ持ち回りにて年３
回開催することも決まりました。
次回は大手前RC
が主催にて新年行う予定です。
是非皆様お越しくださいませ。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」英語版の案内が届いてお
ります。詳細につきましては掲示板をご覧く
ださい。
②「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。
③№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。
④次々週9月22日は定款により休会にさせて頂
きます。事務局もお休みさせて頂きます。

☆☆ 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

２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

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

59名
40名(52名)
22名
12名

敬称を略す

24ヵ年在籍自祝
中村 健輔
18ヵ年在籍自祝
川原 和彦
15ヵ年在籍自祝
梅本 知秀
12ヵ年在籍自祝
永田 秀次
１ヵ年在籍自祝
宮里 修一
思いがけず6ヵ月皆出席となりました自祝
南川 和茂
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
高良 尚志
誕生日自祝 80才になりました。
安田 義治
誕生日自祝
中島 清治
きれいなお花ありがとうございました。銀婚式
自祝
仲西 良浩
健康委員会の健やかに康らかにの卓話です。よ
ろしく
重里 國麿
福井先生「50年追憶」卓話楽しみです。
南川 和茂
福井先生卓話楽しみです。
井戸 幹雄
福井興会員「50年追憶」楽しみにしています。
中川 政照
福井先生 本日の卓話たのしみにしています。
中村 修
箕村幹事 引き続きのご活躍を！！ SAA一同
平成28年9月8日

合計金
累計金

）内は会員総数を基準とした値

9月8日の出席率
76.92％
4週間前（8月18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
12名（欠席者18名)
一方明るいニュースもあり、川端康成がノーベル
文学賞受賞、1969年7月には人類初の月面着陸成
功など輝かしい報道もありました。私のRC例会初
出席は第56回例会でした。クラブが土曜日例会で
あった関係でビジターの数が会員の２～３倍で
例会運営に大変苦労されているのがよく分かり、
この異常は大阪心斎橋RCが誕生し２ヶ所に例会
日が分散される迄続きました。

三世代クラブ有志一同懇親会
9月7日（水）18：30～中央電気倶楽部B1「えれ
き亭」にて初めての三世代クラブ有志による懇
親会が開催されました。3クラブ会長挨拶に引き
続き佐々木パストガバナー補佐の乾杯のご発声
でスタートしました。大阪大手前RC13名・大阪中
之島RC16名・大阪天満橋RC24名（RAC4名・事務局
1名を含む）
総勢53名の参加のもと、
懇親を深める
ことを第一に美味しいお料理とお酒を頂いての
和やかな会となりました。最後に郡ガバナー補
佐の締めのご挨拶でお開きとなりました。なお、
三世代クラブ有志一同懇親会が年3回開催され
ることになりましたので次回も多数のご参会を
お願い致します。

75,000円
842,000円

☆☆ 先週（9 月 8 日）の卓話 ☆☆
「50 年追憶・回顧」
福井 興 会員
終戦後70年が過ぎ、65才以上の高齢者が国民の
１/3を占める老人国になった。戦争を知らない会
員も増えて来たので、言い残す意味も含めて終戦
時の様子の一端でも若い方々に語り継いで欲し
いと考えた。私達の青春は殆ど戦争で占められて
いたと云える。大正12年9月1日、関東大震災がお
こったが、その月の26日、私はこの世に生を受け
た。あれから93年が経つ、93年の人生で最も印象
に残っているのは米軍による大空襲の恐怖と残
酷さ、
戦争の非情さである。
当時の友や知人の姿、
顔がいまだ脳裏に残り中々消えない。戦争が如何
に残酷で無駄なものかがわかります。今日卓話担
当でお話をしている全く同じ場所で、70年前空襲
され無残な焼土と化した処なのです。全く同じ処
とは何たる縁でせう話題を変えませう。大阪天満
橋RCは1967年11月4日創立で、私は1968年11月入会
しました。その頃東京を発端に日本全国に学生運
動が拡大し1969年には東大安田講堂の占拠があ
り世間は騒然とした雰囲気につつまれていまし
た。

ロータリー財団
米山奨学会
7/1
9/8

コインサービスの報告
残
高
受
入
現 在 高

0円
100円
100円

☆☆ 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

