OSAKA-TEMMABASHI

☆☆☆ 50周年記念事業実行委員会 部会報告 ☆☆☆
（来賓部会より）

ROTARY Club Weekly Bulletin

海外来賓のスケジュールは以下の様になっております。
※来賓のお出迎え等ご都合がつかれる会員様は早めに郡までお申し出ください。
12月5日（火）関空16：30着（CX596便）にてタイ国3350地区より8名来阪 19：00頃 宿泊先 新阪急ホテル着
12月6日（水）関空11：40着（CI156便）にて台北陽明RCより46名来阪
13：30頃 大仙公園：日本庭園見学（仁徳天皇陵）
15：00頃 宿泊先 ヒルトン大阪着
17：30頃 ヒルトン大阪出発 リーガロイヤルホテルへ
18：00
ウェルカムパーティー 開会
21：00
ヒルトン大阪着
12月7日(木）
9：00
奈良観光（唐招提寺・薬師寺）出発 （台北陽明RC・タイ）
13：00頃 大阪市内着・昼食
14：00頃 ヒルトン大阪・新阪急ホテル着
15：30
式典・祝宴受付開始
※現在の出迎え等担当会員数 12月5日 10名・12月6日 9名・12月7日 8名
（式典部会より）

50周年記念例会・記念式典
15：15
15：30

受付開始：記念式典会場（４階「金の間」）
入場開始
―当クラブ奉仕活動及び記念事業の紹介（パワーポイントで）―
16：00
大阪天満宮による神楽奉奏

【記念例会開始】
【記念式典開始】
16：20
開会点鐘
16：38
開式の辞
16：21
国歌・ロータリーソング斉唱
16：39
会長挨拶
16：30
物故者黙祷
16：42
来賓挨拶
16：32
来賓・来客紹介
16：46
記念品交換（台北陽明RC）
16：37
出席率報告
感謝状授受（府立夕陽丘高校・故小寺一矢会員）
（タイRC・大阪天満宮・大阪国際ガンセンター）
17：05
閉会の辞
17：06
閉会点鐘
（祝宴部会より）
50周年記念祝宴
（11月24日現在）
場
所
ヒルトン５階 桜の間
時
間
17：30～20：30 出席予定数 190名～200名 （１テーブル8名×25テーブル）
食
事
正餐 歴史に思いを馳せる！フランス料理フルコース
進行内容
司会 平尾会員 女性司会者 ２名にて進行
17：30頃より ウェルカムドリンクにてお迎え・・合わせて関西フィル弦楽４重奏によるウェルカム演奏
でのクラシック音楽をバックに和やかに入場頂きます。
17：40頃より オープニングコンサート 華やかに祝宴晩餐会の幕を明けます。ソプラノ歌手とピアノ
が加わり、華麗なひと時を演出します。
18：00
開
宴
開会挨拶 橋本会長
乾杯 立野パストガバナー
18：15
ディナー開始（食事・歓談に花を添える意味で１５分程度
※BGMとして弦楽合奏。
19：20
デザート開始に合わせ ；歌と音楽で綴る５０年のアーカイブ；と題し・・・
ジャズライブステージの開幕です。
神戸・北野坂「ジャズバー エリー」によるひと時です。
[ボーカル・ピアノ・キーボード・ベース・ドラム]
５０年の皆様の様々な想い出に浸って頂くよう素敵な雰囲気を演出します。
20：10頃
閉宴挨拶 郡副会長
軽いボサノバを後に流れ解散となります。
出口にて実行委員長・会長・副会長で立礼でのお見送りにて全て終了予定です！
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ロータリ財団月間
次週（１２月７日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

１）創立50周年記念例会

（2407回）
友と呼べるのは
創立50周年記念卓話

（2408回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング

「この10年の奉仕事業と思い出」

君が代・友と呼べるのは

４）創立50周年記念式典・祝宴

50周年記念事業実行委員会
山本
４）年次総会

喬一

会員

次年度理事・役員選挙

５）12月度定例理事会

☆☆ １１月度の結婚記念日 ☆☆
西井 幾雄
橋本 守之
箕村 保

＊＊

川原 和彦
福原 哲晃

山本 邦人
中川 政照
（以上敬称略）

先々週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、ロータリー財団月間に因んで
「ロータリー財団は奉仕の要～知れば納得、年
次寄付～」のテーマで地区財団委員会委員の曉
琢也様より卓話をして頂きます。会員の皆様に
はご清聴のほどお願い致します。
先週１１月９日（木）当クラブのテーブルNO.
１・２の情報集会が十三の「がんこ十三総本店」
にて、多数の会員の出席により開催されました。
それぞれのメンバーのスピーチが面白く、楽し
いひとときでした。テーブルマスターの溝手会
員、山田会員ご苦労様でした。
１１月１０日（金）～１１日（土）にわたり、
２０１７～２０１８年度２６６０地区大会が大
阪東RCのホストにより開催されました。
第１日目は、帝国ホテルでオープニングセレ
モニー後、分科会１ 会長幹事・一般部門,分科会
２ 国際奉仕・青少年奉仕・一般部門に分かれて
行われました。第２日目は、NHKホールに場所を移

し本会議が開催され、片山ガバナー他パストガ
バナーによる諸々の審議が行われました。終了
後、特別講演としてNHK解説委員 室山 哲也氏に
よる「未来へ～人類と人工知能」をテーマに、AI
の益々の進化により今後の人類がどう変貌して
いくのか？という大変興味深い内容で、とても
勉強になりました。
１１月３０日例会終了後の年次総会におきま
して次年度理事・役員選挙を行います。なお、本
日までに候補者の推薦がございませんでしたの
で、先に指名委員会から指名されました次々年
度会長候補者中村 修会員、次年度の副会長候
補者：川原和彦会員・幹事候補者：田邉三郎会
員・会計候補者：大矢平治会員・理事候補者：柳
澤興平会員・髙橋俊起会員・御木 威会員・梅本
知秀会員・箕村 保会員の選任のご審議をお願
い致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①地区大会にご出席頂きました会員はメーク
アップカードを必ず事務局にご提出お願いい
たします。
②台北陽明ＲＣならびにタイ3350地区ＲＣをお
迎えしてのウェルカムパーティーの出欠のご
返事は本日が締め切りですので本日中にご提
出お願いいたします。

☆☆ 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
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

58名
41名(51名)
19名
10名

③次々週例会終了後、年次総会を開催させて頂
きますのでご出席よろしくお願いいたしま
す。
④次々週例会終了後「12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。
⑤次週11月23日は定款（祝日）により休会にさせ
て頂きます。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

曉 琢也様 ロータリー財団奉仕の要についてお話ありが
とうございます。
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
橋本 守之
曉 琢也様 ロータリー財団月間卓話有難うございます
寺杣 晃一
本日のロータリー財団月間記念卓話 曉 琢也 様宜しくお
願いします。
西井 幾雄
４９年在籍を自祝
福井 興
在籍３ヶ年自祝
髙橋 俊起
在籍３ヶ年自祝
森本 成俊
在籍２ヶ年自祝
柳澤 興平
６カ月ホームクラブ皆出席を祝して
坂本 一民
ホームクラブ６カ月皆出席自祝
井戸 幹雄
６カ月ホームクラブ皆出席自祝
柳澤 興平
式典まであと２０日 例会は２３日がお休みですのであ
と１回となりました。皆様の尚一層のご協力をお願いし
ます。
井戸 幹雄
髙田さんに大変お世話になりました。
福原 哲晃
平成29年11月16日

合計金

58,000円

きよし

氏

名 西原 潔

誕

生 昭和51年3月27日

職業分類 自動車販売
事業所

株式会社ヴェステンマッキナ

所 在 地 〒560-0084 豊中市新千里南町
２-４-１２-７０２
電
話 06-4863-5678
Ｆ Ａ Ｘ 06-4863-5678
役 職 名 代表取締役
推 薦 者 橋本 守之・ 田邉 三郎
入 会 日 平成29年11月30日

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
生姜風味の鶏(とり)挽肉(ひきにく)と
大根のみぞれスープ
チキン胸肉エスカロップのパン粉付け焼き、
ルッコラサラダ、
生トマトとバジルのケッカソース
チョコレートスフレチーズケーキ
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

友と呼べるのは

信じ合っているから

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

一、友と呼べるのは

ねがいが同じだから

大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

友と呼べるのは

世界を作るために

しごとは違って も

平和で暖かい

世界を作るために

一人一人の

平和で暖かい

ロータリークラブ

許し合っているから

おおロータリー

二、友と呼べるのは

のぞみが同じだから

時間は違っても

世界に満たすために

一人一人の

奉仕の理想を

日 時：１２月１７日（日）10:30～11:30
内 容：「クリーンハイク」
ゴミ拾いをしながら歩きます。
場 所：京橋駅→天満橋駅
その後、錦城閣にてランチ
登録料：1,000円
登録先：幹事 森下 莉恵

11月10日（木）18時よりNO1・2のテーブルが
合同で情報集会を溝手会員のお世話で十三のが
んこ総本店にて開催をすることとなりました。
橋本会長の開会のご挨拶、引き続き郡副会長の
乾杯のご発声で始まりました。
お料理は会席メニューで順番に沢山の品数が
出てきました。お酒も進み本当に和気藹藹で盛
り上がった情報集会となりました。半ば頃に、恒
例の皆さんに一言ずつ今の当クラブについて、
また、50周年について話をして頂く予定でした
が、たくさんの会員の方にお集まり頂きました
ので、出席者全員にお話しをいただく時間があ
りませんでしたので、指名をさせていただきま
した。
まずは北村会員にRCの事を語っていただき
ました、その次に末澤会員にお話をいただき当
クラブについて語っていただきました。皆さん
の話し上手に笑いの絶えない一時でした。寺杣
幹事にも今の心境を語っていただきました、楽
しいRC生活を送っている内容でした
（楽しいそう
です）髙田会長エレクトのご挨拶で一次会が終
了となりました。橋本会長を中心とした会員の
方々の絆を感じた一次会でありました。

世界に満たすために

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１２月第１例会のお知らせ

にしはら

奉仕の理想を

－－三世代合同社会奉仕事業 －－
11月19日（日）三世代合同社会奉仕事業が、大
阪都島区の太閤園にて行われました。今回は中
之島RCがホストクラブとして、
社会福祉法人大阪
水上隣保館の子供たちを招待しました。隣保館
の子供たち23名、先生5名、大阪中之島RC20名、大
阪大手前RC8名、大阪天満橋RC10名総勢約70名が
参加。今回の奉仕事業は、隣保館内にある子供た
ちのクラブ、沖縄民謡のエイサー部に、エイサー
の衣装や太鼓等を寄贈し、その発表会と食事会
の場を提供するという趣旨で行われました。子
供たちは、エイサーの発表のあと、ロータリアン
と共に歌や踊りを楽しみ、慣れないホテルの食
事に戸惑いながらも堪能していました。
大阪水上隣保館は、何らかの事情で家庭での
養育が困難な児童（2歳から18歳）を365日養育す
るための施設です。みんな様々な状況を抱えて
いる子供たちですが、当日は、本当に楽しそうな
笑顔で一日を過ごしていたのが印象的でした。

次に二次会の方へと移動して、溝手会員の計
らいで二次会も笑いの絶えない程皆さん楽しん
でいたと思われます。最後に橋本会長始めとし
て多くの会員の方々にお集まり頂けた事に感謝
致します。
（出席者）橋本会長、髙田会長ｴﾚｸﾄ、郡副会長、
寺杣幹事、石田ＰＰ、川原ＰＰ、荒木、平尾
北村、永田、中島、中村（修）、仲西、中野、
末澤、梅本、溝手、山田、事務局（敬称略）

☆☆ 新入会員紹介 ☆☆

ロータリークラブ

「ロータリー財団は奉仕の要
～知れば納得、年次寄付～」
地区ロータリー財団委員会
委 員 曉 琢也様
ロータリー財団委員会
ロータリークラブは様々な業種の職業人が集
う場であり、各会員が有する知識、技術、そして
ネットワークといった力を合わせれば、有意義
な社会奉仕活動を行うことができます。財団補
助金には、地区補助金とグローバル補助金から
成りますが、いずれも各クラブの社会奉仕活動
を支えるものであり、敢えて言えば、奉仕活動が

主、目的であれば、財団補助金は従、手段だと思
います。もっとも、財団補助金は世界各地のロー
タリアンが拠出したものですから、その補助金
を利用するためには要件があり、また様々な制
約があります。
私はロータリークラブに入会し、国際奉仕部
門の担当理事になるまで、財団の活動について
全く理解していませんでした。
今回は、私が所属するクラブの事例も含め、い
くつか事例をご紹介させていただきます。事例
を知れば、財団の役割、そして我々ロータリアン
が納める年次寄付金の受容性についてご理解い
ただけると思います。財団補助金は、各クラブの
社会奉仕活動を支えるものです。より一層理解
を深めていただき、今後も国内外を問わず、財団
補助金を大いに活用し、社会奉仕活動を行って
いただきたいと思います。

－－ No.1・２テーブル情報集会 －－

おおロータリー

☆☆ 先々週（11 月 16 日）の卓話 ☆☆

11月16日の出席率
78.43％
５週間前（10月26日）の
メークアップを含む出席率 80.39％
メークアップ実施会員
6名（欠席者12名)

友と呼べるのは

累計金 1,276,000円

）内は会員総数を基準とした値

