頃からの支援に対する丁寧なお礼もあり、子供
たちからも「バーベキュー楽しかったです」とお
礼の言葉も頂きました。髙田会長ｴﾚｸﾄからも、今
後も子供たちの元気な顔が見れるよう、この事
業は継続してさらにパワーアップしたい旨の挨
拶があり、無事大盛況のうちに終えることがで
きました。 最後に、当日ご参加頂いたメンバー
はもちろん、協賛金という形で多くのご協力を
頂きました皆様には、本当に感謝しております。
有難うございました。
社会奉仕委員会
－－NO.３・５テーブル情報集会－－

健康ミニ情報

OSAKA-TEMMABASHI

疲労虫対策で健康増進・例会皆出席

ROTARY Club Weekly Bulletin

私達の日常生活では疲労虫がいっぱいです。
それに刺されると回復が遅れ健康を損ないます。
先ずは疲労虫をチェックしてみましょう。
身体的疲労虫
１朝の顔に生気が無。２便秘や下痢をする。３食
欲が無い。４頭が重い、痛い。５筋肉や関節にこ
りか痛みがある。６全身がだるい、７息苦しい、
胸苦しい。８口が渇き、唾が出にくい。９あくび
が出る。１０ひや汗が出る。
精神的疲労虫
１頭がぼんやりとする、のぼせる。２考えること
が纏まらない、嫌になる。３話しをするのが嫌、
一人でいたい。４いらいらする。５眠くなる。
６気が散って熱心になれない。７ど忘れしたり、
チョットしたことが思い出せない。８自信がなく
間違いが多い。９物事が気にかかり心配になる。
神経的疲労虫
１目が疲れたり、ちらちらしたり、ぼんやりする。
２目が痛くなったり、乾く。３動作がぎこちなく
間違ったりする。４足元がたよりなく、ふらつく。
５めまいがする。６味が悪いとか匂いが鼻につく。
７瞼やその他、筋がぴくぴくする。８耳鳴がする。
９手足が震える。
（健康委員会）

5月10日17時30分より、NO3.5テーブル情報集会
を、帝国ホテル大阪 中華料理「ジャスミンガー
デン」で開催されました。橋本会長、郡副会長、
髙田会長エレクト、寺杣幹事、中村修会長ノミ
ニー,オブザーバーで中川会員にもご出席いた
だき総勢15名の参加となりました。
橋本会長から
開会のご挨拶をいただいた後、金田会員の乾杯
のご発声で開会されました。中川会員の妥協な
き食材による特別メニュー、おいしいお酒に舌
鼓をし、
23階からの素晴らしい景色にも酔いしれ
ました。若手会員からの“今、ロータリークラブ
に対して感じていること“を本音でお話しいた
だき、それに対して皆様からたくさんのアドバ
イスをいただきました。久しぶりの”これぞ情報
集会！！に皆様大満足でした。
NO.3テーブルマスター 在本 茂
NO.5テーブルマスター 永田 秀次

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 橋本 守之
幹 事 寺杣 晃一
広報委員長 宮里 修一

＜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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１７

２０１８

次週（５月２４日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2427回）
ロータリー讃歌
「自分の前に道はない」
映画監督
阪本

宗久

坂東 信幸
寺杣 晃一
衣斐 孝雄

会

２）ソング
３）卓

話

（2428回）
それでこそロータリー
「私とロータリー・・・。」
末澤

正大

会員

会員紹介

☆☆ ５月度の結婚記念日 ☆☆
宮里 修一
山本 喬一
坂本 一民

１）例

柴田 啓佑 様

西原 潔
田邉 三郎
（以上敬称略）

パンプキンクリームスープ
チキン南蛮、ポテトサラダ、トマト、胡瓜、
レタスシフォナード、タルタルソース
甘夏柑とライスプディングのサバイヨン仕立て
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

ＮＯ．２４２７

青 少 年 奉 仕 月 間

＊＊
☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

2017-2018年度国際ロータリーテーマ

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

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

ロータリー讃歌

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

こころ

しるし

一、ロータリー 奉仕の精神

ロータリー 誠意と友愛

ロータリー ロータリー

徳義に立って

世界を 一つに結ぶ

ロータリー ロータリー

むつみ

二、ロータリー 理想の表徴

ロータリー 融和と親善

ロータリー ロータリー

希望に燃えて

世界に 平和を樹てる

ロータリー ロータリー

ゴールデンウイークも終わり、新緑鮮やかな
時節となりました。会員諸兄も長い休日をゆっ
くりされましたでしょうか……？
５月は青少年奉仕月間です。本日の例会は、青
少年奉仕委員会の担当で、青少年奉仕月間記念
卓話「春のRYLAセミナーのご報告」のテーマで、
地区青少年活動委員会より斎藤清貴委員長様、
川田隆委員様がお越し下さり卓話されます。会
員各位にはご清聴下さいます様お願い申し上げ
ます。 先週の５月３日(木)は祝日につき、例会
は規定通り休会でしたが、先々週の４月２６日
(木)は例会終了後に５月度定例理事会が開催さ
れました。審議事項として、河田惠昭会員より、
ご婦人の病気に付き添うため４月末日で退会届
提出の件や、石田道夫会員の出席規定免除会員
承認の件、その他５０周年記念事業決算につい
て最終次回理事会に於いて締める件等々が審議
され、いずれも承認されました。また、本日の当
クラブの例会に於いて、
タイノンケームRCの塩谷
会長ノミニーが、タイへの浄水器寄贈事業に関

する現状報告の説明と打合せの為お越しになり
ました。地区よりアドバイスをもらいながら協
議を推し進めるという事が山本喬一国際奉仕委
員長より報告がありました。そして平尾彰彦社
会奉仕委員長からは、社会奉仕事業の一環とし
て５月１２日(土)に阿波座の大阪市立児童院BBQ
パーティーが行われる件や、５月１６日(水)は、
招待事業として北区老人会の方々を天満天神繁
盛亭に招待するという報告がありました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①5月1日よりロータリーレートが1ドル＝108円
に変更になっております。（4月のレート 1ド
ル＝104円）
②「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて5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。
③№2.7テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
④地区より青少年交換プログラム「2019-2020年
度 派遣学生募集要項の案内」が届いており
ます。詳細につきましては、掲示板をご覧下さ
い。なお、応募期限は8月31日（金）となって
おりますが派遣学生につきましてはクラブで
の選考が必要ですので7月26日（木）までには
必ずクラブにお申込みください。
⑤「ロータリー用会員名刺作成のご案内」を本
日お配りしております。

☆☆ 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

０名
３名
１名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

54名
37名(49名)
19名
12名

⑥児童院でのバーベキュー大会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑦「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。
⑧NO.3・5テーブル情報集会が本日17：30から帝
国ホテル「中華料理ジャスミンガーデン」にて
開催されます。関係各位よろしくお願いいた
します。
⑨№1・4・6テーブル情報集会が5月15日（火）18：
00から「KoKoRotake」にて開催されます。関係
各位よろしくお願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日は、地区にご無理をお願いし、青少年活動
委員会委員長斎藤様、委員川田様に卓話をお願
いしました。ご清聴よろしくお願い致します。
福原 哲晃
斎藤様、川田様青少年奉仕月間記念卓話宜しく
お願い致します。
寺杣 晃一
結婚記念日自祝。橋本会長、素晴らしいアジサ
イ有難う御座居ました。
中村 健輔
結婚記念日に美しいお花を頂き有難うございま
した。
山本 喬一
結婚記念日自祝
西原 潔
在籍表彰 もう8年になりました。後10年がんば
ります。
中村 修
6ヵ月皆出席自祝。タイのバンコックノンケー
ムRC塩谷会長ようこそお越し下さいました。
橋本 守之
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
坂本 一民
6ヵ年在籍表彰自祝
仲西 良浩
ノンケームRC塩谷様 ようこそお越しいただき
有難うございました。
山本 喬一
ノンケームRC塩谷様、ようこそお越し頂きまし
た。
寺杣 晃一
先日の卓話。ご清聴を感謝し今日のNO3.5の集会
に欠席をお詫びして。
坂本 一民
福原会員、旭日中綬章御受章お目出とう御座居
ます。古希グループの誇りです。 中村 健輔
有難うございました。
大保 政美
石田さん、成田経由ウラジオストック、ハード
なご出張おつかれさまでした。
SAA一同
地区青少年活動委員会
委員長 斎藤 清貴 様
委員
川 田 隆 様
平成30年5月10日

合計金

84,000円

累計金 2,703,000円

）内は会員総数を基準とした値

5月10日の出席率
75.51％
５週間前（4月12日）の
メークアップを含む出席率 82.00％
メークアップ実施会員
4名（欠席者13名)

☆☆ 先週（5 月 10 日）の卓話 ☆☆
「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
平成30年4月28日(土)～30日（月）春のRYLAセミ
ナーが八尾ロータリークラブ様ホストで関西大
学高槻キャンパスに於いて開催されました。開
講式の後 シドニーオリンピック・アテネオリ
ンピック アーティスティッククスイミング
（シンクロナイズドスイミング）チーム銀メダ
リスト 巽樹理先生から「自らの限界を作らな
い」と題し素晴らしい基調講演を賜りました。
今回のRYLAセミナーの大き
な特徴は関西大学人間健康学
部の共催を頂いた事です。
2日目、同学部の堺キャンパ
スに移動し安田忠典先生のご
指導のもとアイスブレイク・
チームビルディングプログラ 巽 樹理 先生
ムの後 班別にアドベンチャー
プログラムに挑戦して頂きました。写真の通り
高さ8ｍもの凄いアスレチックで、構築したチー
ムワークでこの課題に挑む。班友に命綱を預け、
励まされ、悲鳴と歓声と涙でした。涙する受講生
を見てロータリアンが貰い泣きする場面もあり
ました。貴重な体験をして頂けたと思います。

堺キャンパス

安田忠典准教授

その夜は高槻キャンパスに戻ってロータリー
パパとの座談会、3日目は班別にリーダーシップ
について学んだ発表をして頂きました。プログ
ラムが一貫していて内容の濃いセミナーだった
と思います。この様な素晴らしいRYLAセミナーが
出来たのも共催頂いた関西大学安田忠典先生の
ご尽力のお蔭と感謝いたします。ホストを務め

て頂いた菅野会長、井川実行委員長はじめ八尾
ロータリークラブの皆様ご苦労様でした。ご支
援頂いた地区役員の皆様、青少年奉仕各委員会
の皆様そして登録頂いた各クラブ・ロータリア
ンの皆様に 素晴らしいRYLAセミナーでしたと
ご報告させて頂き御礼申し上げ 私のご報告と
させて頂きます。
地区青少年活動委員会
委員長 斎藤 清貴
皆さんこんにちは。地区青少年活動委員で、かつ
今年度春のRYLAセミナーホストを務めました八
尾ロータリークラブの川田と申します。平素、地
区RYLA事業、並びにローターアクト事業にご理解
とご協力を賜り、今回のRYLAに関しましても、青
少年受講生の推薦をいただき有難くお礼申し上
げます。今年度春のRYLAセミナーの概要につきま
しては、只今斎藤委員長の方から報告させていた
だきましたので、私はホストクラブから見た今回
のRYLAセミナーについて、まだ温もりの残る状態
でお話しさせていただければと思います。
私は八尾クラブに入会しましてちょうど１５
年となりますが、その間、八尾クラブはRYLAセミ
ナーのホストをしたことがありませんでした。
私も何度か参加はしたものの、とても自信をもっ
て理解しているとは言い難い状況の中、地区青少
年活動委員会へ出向させていただき、２回のRYLA
セミナーを経験して、自クラブホスト開催へ向か
いました。 しかしながら実行委員会はなかなか
思うように機能せず、地区委員会で進捗状況を聞
かれても「まだ決まっていません」「前回から変
わっていません」を連発する状況の中、時間だけ
が過ぎてゆき、開催３週間前にようやくぐらり、
ぐらりと実行委員会が動き始めました。時間に追
われながら多くの資料を夜中まで会社に残って、
作ってはメールで投げ、作っては投げ、を繰り返
す泥縄の毎日で、当然、ほころびが出てきます。
１週間前になって、会場から「駐車場は事前登録
した車でないと受け入れません」とか、講演者か
ら「チラシの私の名前、間違ってるんですけど」
とか、挙句の果てには受講者の数人が途中で外出
する、という噂が聞こえたりで、全く休まる間が
ありませんでしたし、斎藤委員長にも大変なご迷
惑をおかけしました。不安いっぱいで臨んだ本
番、ふたを開けてみれば受講生たちの明るい笑顔
と、開催前までは嫌がってばかりだったロータ
リーパパたちの感動の涙にそれまでの疲れは帳
消しにされました。
世間の若い子たちって、生意気やな、と思う事
はよくありますが、受講生たちは本当にかわい
いですし、彼らを一生懸命リードするTeamRYLAの

メンバーたちもかわいいです。昨日の例会で、す
べてのロータリーパパたちが口をそろえて「も
しももう一度RYLAができるなら、次は志願してパ
パをやりたい」
「本当にいい経験をさせてもらっ
た」とまた眼を潤ませているのにぐっと来てし
まいました。私たちはこれから、報告書を作る作
業に入ります。出来上がり次第お届けさせてい
ただきますが、この熱が皆さんに伝わる物にで
きればいいんですけれども、紙やディスクにど
の程度の熱が載せられるのかは疑問です。
今、私に言えることは、もしもRYLAセミナーホ
ストの声がかかった時には、迷わずお受けいた
だき、私たちが出来なかった入念な作りこみで、
一層の感動を与え、そして与えられていただき
たいなと思います。今日はお時間をご用意いた
だきありがとうございました。
地区青少年活動委員会
委員 川田 隆
☆☆ 児童院 バーベキュー大会 ☆☆

平成30年5月12日土曜日、恒例の大阪市立児童
院でのバーベキュー大会が開催されました。児
童院の子供達27名、
先生方7名、
そして当クラブか
らは、橋本会長、髙田会長ｴﾚｸﾄをはじめ12名、RAC
からも8名が参加、総勢50名を超える大人数で盛
り上がりました。当日は朝早くからRAC松久会長
の陣頭指揮のもと買い出しを行い、野菜、イカ、
海老、おにぎり等数多くの食材を仕入れし準備
のご協力を頂きました。11時40分に橋本会長の挨
拶で始まり、RACの男性メンバー当クラブメン
バーには、もっぱら10キロにも及ぶお肉やソー
セージを焼く係を、RAC女性メンバーには飲物や
配膳を担当。バーベキューは、焼いても焼いても
追いつかない程、子供たちや先生方には大好評
で、
「美味しい、美味しい」とご堪能頂きました。
途中、仲西親睦委員長の焼きそばの差し入れや
アイスクリームのサプライズ演出もあり子供た
ちは大喜び。RACメンバー協力による恒例のビン
ゴ大会で大盛り上がり、子供たちは自分の番号
が呼ばれるたびに、元気な声で大はしゃぎでし
た。最後は、野坂施設長のご挨拶、当クラブの日

