
賀会が、ホテルニューオータニ大阪２階「鳳凰の

間」で開催されます。私（会長）と寺杣幹事が出

席致します。そして４月２８日（土）～３０日

（月･祝）にかけて、八尾RCホストによる「春の

RYLAセミナー」が関西大学高槻キャンパス、堺

キャンパス等で開催されます。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 本日 5、6月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。 

② 児童院でのバーベキュー大会へのご案内を本
日お配りしております。 

③ 次年度年次計画書原稿 は本日4月26日（木）が
締め切りですので事務局までご提出お願いい
たします。 

④ 「新年度ロスターの原稿」、訂正のある方は本
日4月26日（木）が締め切りですので事務局ま
で早急にご提出をお願いします。なお、ご訂正
のない場合もOKとご記入のうえ必ずご提出下
さい。ご提出の無い場合は本年度同様の内容
で掲載させて頂きますのでご了承をお願いい
たします。 

⑤ №3・5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 №1・4・6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。 

 ☆☆ ５月度の在籍表彰 ☆☆ 

  46ヵ年 寺井 種伯  9ヵ年 中野 格   

   8ヵ年 中村 修   7ヵ年 中島 清治  

   6ヵ年 箕村 保   6ヵ年 仲西 良浩  

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆ 
橋本 守之   坂本 一民   

               （以上敬称略） 

＊＊ 先々週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

本日の例会は、坂本 一民会員が「ロータリー

と私」（その三）というテーマで卓話されます。

坂本会員は、ロータリーの理念を知る事によっ

て得られた、数多くの知識や体験談を卓話して

くれます。同じロータリアンという目線からの

お話は、同感したり更には改めてロータリーの

素晴らしさに気付かされる事もあるかと思いま

す。会員の皆様、よろしくご清聴お願い申し上げ

ます。 先週のビアフレンド会は、久しぶりに大

勢の会員が出席してくれました。ゲスト５名を

含めてテーブルが満席になり、大変盛り上がり

ました。御木会員をはじめ世話人の皆様、本当に

ご苦労様でした。 今週の行事予定として、４月

２７日（金）は、大阪城東RC４５周年式典及び祝

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2426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  青少年奉仕月間記念卓話 

      「春のRYLAセミナーのご報告」 

        地区青少年活動委員会 

                委員長 斎藤 清貴 様 

                委員  川田  隆  様     

                    青少年奉仕委員会 

  次週（５月１７日）のお知らせ 

１）例 会 （2427回） 

２）ソング  ロータリー讃歌 

３）卓 話 「自分の前に道はない」 

       映画監督  柴田 啓佑 様 

         阪本 宗久 会員紹介 

 ＭＡＹ １０ ２０１８ ＮＯ．２４２６ 
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⑦ 「春の家族会」出欠のご返事締め切りが本日

ですので早急に事務局までお願いいたしま

す。 

⑧ 「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。 

⑨ 「My ROTARY」未登録の会員の方は登録にご協

力くださいますようお願いいたします。 

⑩ 本日例会終了後 5月度定例理事会が「銀河の

間」にて開催されます。関係各位よろしくお願

いいたします。 

⑪ 次週5月3日（憲法記念日）は定款により休会と

させて頂きます。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日の卓話よろしくお願いいたします。  

 坂本 一民

坂本一民会員、本日の卓話ご苦労様です。 

 橋本 守之 

本日の卓話宜しくお願い致します。 寺杣 晃一 

坂本一民先輩 本日の卓話を楽しみにしていま

す。 郡 悦清 

坂本会員 卓話楽しみです。 髙田 肇 

坂本さん、卓話期待しています。 井戸 幹雄 

坂本先輩 卓話楽しみにしています。 在本 茂 

坂本先輩の卓話、楽しみです。 山本 喬一 

坂本一民先輩!！本日の卓話を楽しみにしてい

ます。春の家族会のご出席をお願いします。

 中川 政照 

坂本一民大先輩 「ロータリーと私」第3弾よろ

しくお願い致します。 川原 和彦 

坂本一民様 本日の卓話楽しみにしています。 

 中村 修 

坂本先輩 本日の卓話楽しみにしております!! 

 永田 秀次

連続欠席のお詫びです 田邉 三郎

連続欠席のおわび 森本 成俊 

高松先輩 本日のソング「背くらべ」童心にか

えり純朴な頃を想い出しました。ありがとうご

ざいます!! SAA一同                   

平成30年4月26日  合計金   35,000円 

          累計金 2,619,000円 

☆☆ 先々週（4月 26 日）の卓話 ☆☆ 

「ロータリーと私」（その三）          

坂本 一民会員 

今日は 自分の信念について語りたいと思い

ます。私は現在86歳。入会は45歳の時です。私は

ともかくロータリーが好きです。私は生がつき

ようとも 次の世でもロータリアンとして生き

抜きたいと思っています。入って41年というのは

長いようでも短いです。みんないかに良いクラ

ブにするか思い合ってすごすことが大切だと思

います。それには互いに無理があっては長続き

しない そして互いに謙虚にいくことが大切と

思います。 私は、筆頭パストガバナーの戸田孝

様のご著書「ＲＯＴＡＲＹってなんですか」とい

うご本と、もう一つは「ロータリーへの私の道」

ロータリーの創始者ポールハリス様のご著書を

非常に大切にしてきました。ロータリーのこと

がよくわかりますし共感をおぼえました。入会

しますと、・仲良くなれる・人格の向上がはかれ

る・仕事に精魂がこめられる ように思えまし

た。それから私は 笑顔が大切だと思っていま

す。共に親しくなりロータリーについて共感を

感じられることが大事だと思います。みんな笑

顔ですとお互いが元気に仲良くいいクラブであ

るようメンバー皆さんのご健勝を祈って終わら

せていただきたいと思います。 

追記 （戸田PG） 

ロータリーとは何か 

平沢 興パストガバナーは「ＲＣの例会で恕

の心と、お互い拝み合う心を 身につけること

が大切であり、拝み合う心とは感謝 尊敬 謙

虚などを意味するのです」（恕→ゆるす おもい

やり） 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

和風茸スープ、生姜風味 

ポークフィレ肉の一口カツ、味噌カツソース、

ポテトサラダ、トマト、胡瓜、コールスロー 

緑茶のムース、シトラスゼリー添え 

コーヒー又は、紅茶 

胡桃入りソフトブレッドとバター 

 ♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪ 

５月第２例会のお知らせ 
日 時：５月１６日（水）19:30～20:45 
内  容：「ローターアクトを卒業してから 
              心がけること」 
場  所：大阪キャッスルホテル3F 錦城閣 
登録料： RC 3,000円 
登録先：幹事 竹内 壮志 
    tenmabashi@2660rac.org 
登録締切：５月１１日（金） 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 54名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 33名(48名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 18名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 15名 

4月26日の出席率 68.75％ 

5週間前（4月5日）の 

メークアップを含む出席率 86.00％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者10名) 


