OSAKA-TEMMABASHI

12月6日(水)18:00から、12月7日(木)創立50周年
記念式典の前夜祭として、リーガロイヤルホテ
ルクラウンルームにおいてウェルカムパー
ティーを開宴致しました。ご来賓には台湾より
姉妹提携クラブである台北陽明より方杰承社長
をはじめ49名、タイよりPP．Sirichai Simaskul氏
を代表に元白内障事業プロジェクトチーム並び
にノンケームロータリークラブのメンバー8名、
当クラブ関係より33名の参加により総勢90名で
の歓迎会を開催いたしました。晩餐は日本料理
「なかのしま」の正賓形式による会席料理を堪
能し、オープニングは南里沙氏によるクロマ
ティックハーモニカによる馴染みのある曲の演
奏と、途中台北メンバーと合唱などもあり、また
終盤にはベリーダンス、チームサミーによる楽
しいダンスタイムでおおいに賑わいました。忘
れ得ない一夜は瞬く間でありましたが、台湾、タ
イの皆様、会員とのさらなる友好を深める事が
できました。
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疾病予防と治療月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
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次週（１２月２１日）のお知らせ
１）例
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２）ソング

雪山讃歌

「金属加工60年 ロータリー15年」 ３）卓
溝手

悟

会員

４）第1回被選理事会

話

「名刺を通して、価値を伝える」
れいあうと・にっしん株式会社
代表取締役

名倉

信一

様

箕村

保会員紹介

４）1月度定例理事会

☆☆ １２月度のお誕生日 ☆☆

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
百合根饅頭 鶏そぼろ射込み 蕪すりおろし
旨出し餡掛け
鰤(ぶり)焼霜造り 辛味大根 あしらい
甘鯛味噌漬 焼茸辛子和え 大根甘酢
里芋と大根と薄揚げの炊き込み御飯 香の物
蛤潮仕立て 三つ葉
洋梨の日本酒入りコンポート

寺内
中川
西浦
廣畑
御木

清視
政照
司
剛志
威

8日
8日
17日
27日

石田
髙松
松宮
柳澤

道夫
貞彦
清隆
興平

☆☆ １２月度の在籍表彰 ☆☆
17ヵ年 西浦 司
☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
山本 喬一
（ 敬称略 ）
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創立 50 周年記念式典を終えて
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水谷暢宏

相模原南ＲＣ

作曲

真実か どうか

みんなに 公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

12月7日8：30
ヒルトンホテ
ルを台北・タ
イ国合同で出
発し唐招提
寺、薬師寺を
拝観、台北や
タイ国の寺院と趣の違う佇まいに日本を感じて
頂いたのではないかと思います。その後、大阪市
内に戻り昼食を取って頂きました。

1日
8日
11日
21日
28日

会長 橋本 守之
当クラブの歴史に残る創立50周年記念式典及
び祝賀会が2017年12月7日（木）に執り行われ、皆
様方のお陰で無事に終えることが出来ました。
記念式典及び祝宴が滞りなく実行出来、成功
致しましたことは、約1年２カ月にわたり、50周年
記念実行委員会井戸実行委員長をはじめ、実行
委員会各部会長、会員の皆様方のご尽力とご努
力の賜物であります。皆様方のご苦労とご協力
に対し、改めて感謝と御礼を申し上げます。

式典当日は、地区から片山 勉ガバナー様は
じめ地区の役員の皆様方、多くの来賓にご出席
をいただき、また海外からは台北陽明ロータ
リークラブの方会長様以下会員、そのご家族様
を含め50名の方々がお祝いにお越し頂きました。
またタイからも、
3350地区及びノンケームロー
タリークラブより9名の方にお越し頂きました。
その他にも、以前当クラブに在籍していた元会
員、米山奨学生及び青少年交換留学生等、多くの
方々がお祝いに駆け付けて下さいました。
式典、祝宴共に充実した内容により、来賓の皆
様方から数多くの賛辞のお言葉を頂戴致しまし
たことは、会長としてはもとより、会員の皆様方
にとりましてもこの上ない喜びであったことと
思います。
式典前日には、台北陽明ロータリークラブ、タ
イのロータリークラブの方々のお出迎え等々、
献身的なおもてなしをしてくれました夫々の会
員の皆様方国際奉仕委員会の皆様方も、ご苦労
様でした。改めて御礼申し上げます。当クラブの
会員全員が、各自夫々の役割を果たしながら、一
致団結したことにより、
今回の50周年記念事業が
成功したと確信致しております。

☆☆ 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

36名
46名
34名
25名

会員総数
59名
会員出席
59名( 59名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
0名

この成功を糧として、次世代の会員の皆様方
が素晴らしい良き経験を次のステップに生かし
つつ、時代や環境の変化に向き合いながら、クラ
ブの運営や奉仕活動にどう変化をもたらすのか
が今後問われてくる事と思います。
永い歴史と伝統を誇る当クラブが、創立50周
年を機に、今後ともロータリーの基本理念を
しっかりと踏まえつつ、活力がある、魅力があ
る、元気があるクラブとして発展、繁栄していく
ことを念じてやみません。

大阪天満橋ロータリークラブ
創立５０周年記念式典・祝宴

）内は会員総数を基準とした値

12月7日の出席率
100.00％
5週間前（11月9日）の
メークアップを含む出席率 87.27％
メークアップ実施会員
4名（欠席者11名)
式典における感謝状受贈等
・大阪国際がんセンター施設整備基金寄付に
対する感謝状受贈
・大阪天満宮国旗掲揚台奉納に対する目録贈
呈・奉納証書受贈
・台北陽明ロータリークラブとの記念品交換
・タイRI3350地区への永年にわたる奉仕事業の
支援に対する感謝状受贈
・大阪府立夕陽丘高等学校の青少年交換事業
への協力に対する感謝状贈呈
・小寺一矢会員のご遺族に対する感謝状贈呈
式典につづいて5階「桜の間」にて、祝宴を開
催いたしました。

創立50周年を祝して
中村 健輔
創立50周年を祝して
在本 茂
待ちに待った50周年記念式典・祝賀会です。井
戸実行委員長はじめ実行委員の皆様ご苦労様で
した。今日は存分に楽しみましょう。
福原 哲晃
50周年を祝して
大矢 平治
創立50周年を祝して
髙田 肇
当クラブ50周年を祝して！
石田 道夫
創立50周年を祝して
末澤 正大
創立50周年を祝して
溝手 悟
祝50周年！！在籍していた事に感謝！永田 秀次
創立50周年を祝して
中村 修
50周年自祝
中島 清治
50th 記念
勝見 茂
創立50周年を祝して
寺杣 晃一
創立50周年を祝して
森本 成俊
創立50周年を祝して
髙橋俊起
平成29年12月7日

合計金

12月5日、タイ国3350地区より7名が16：30関西
国際空港着にて来日。宿泊先の新阪急ホテルに
て17名で夕食を共にしました。
12月6日関西国際空港11：40着にて台北陽明RC
より46名来日。出迎へ10名と共に仁徳天皇陵と大
仙公園（日本庭園）を見学後宿泊先ヒルトンホテ
ルに15：30到着 18：00からウエルカム・パー
ティにタイ国ロータリアンと一緒に出席。

235,000円

累計金 1,662,000円

日 時：2017年12月7日
場 所：ヒルトン大阪 ４階・５階
出席者：RI2660地区関係 片山ガバナー他 36名
台北陽明RC関係者
方 会長他 50名
タイ国ＲＩ第3350地区ＲＣ
PP. Sirichai 9名
米山奨学生・
元米山 奨学生および家族
5名
国内来賓
7名
元会員
4名
天満橋ＲＡＣ
9名
天満橋ＲＣ会員および家族
73名
事務局他
3名
合計
196名
RI2660地区片山ガバナー始め多数の来賓の臨
席を頂いて、創立50周年記念例会・式典を挙行
いたしました。

☆☆ 台北陽明 RC・タイ RI3350 地区歓迎 ☆☆

12月6日、タイ国3350地区7名の皆様を大阪市内
および近郊に案内しました。大阪城を背景に記
念写真を撮った後、獅子舞台で有名な難波八坂
神社に案内。その後、難波の道具屋筋をみて外国
人観光客でいっぱいの黒門市場で昼食タイム。
思い思いの食べ物をたべて満腹になり午後は箕
面方面に移動。箕面の大滝への行き帰りと山腹
の勝尾寺本堂への参拝でお腹を減らして、夕刻
からのリーガロイヤルでのウェルカムパ－ティ
に合流しました。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

ちょっと有難いことが有りまして 寺井 種伯
創立50周年を祝して。皆様のご協力に厚く御礼
申し上げます。
井戸 幹雄
創立50周年を祝して
橋本 守之
創立50周年おめでとうございます。 金田 五郎
祝 50周年
南川 和茂
大阪天満橋ＲＣ創立50周年万才
安田 義治

