
多くの人が参加してほしいという思いから、

リーズナブルな価格設定により、当日は会員１

９名、ご家族子供さん含め１２名と事務局の足

立・八田・新名さんも参加してくれました。子供

達のおかげもあってか、和気あいあいとした雰

囲気の中、楽しんで頂きました。また、出席出来

なかった会員からは、当日の景品として、沢山の

品物を提供して頂きました。お世話になりまし

た親睦委員会の皆様には、ご足労をおかけしま

した。本当にありがとうございました。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「2018-19年度 ロータリー手帳」を必要とご

返事頂いておりました方々にお配りしており

ます。 

② 福原 哲晃会員の「旭日中綬章」受章を祝う会

のご案内を本日お配りしております。 

③ 新旧理事・役員・委員長懇親会のご案内を本日

お配りしております。 

④ 「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。 

⑤ NO.2・7テーブル情報集会が本日18：00から「銀

座蔵人」にて開催されます。関係各位よろしく

お願いいたします。 

⑥ 次週例会終了後6月度定例理事会（新旧合同）

が開催されます。本日ご案内をお配りしてい

ますので関係各位よろしくお願いいたしま

す。 

 ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

本日の例会は、末澤 正大会員が「私とロータ

リー…。」というテーマで卓話してくれます。会

員諸兄の皆様、ご清聴願います。 先週の５月１

５日（火）午後６時より、北区西天満の

「KOKOROTAKE」に於いて№１・４・６のテーブル

情報集会が開催されました。多数の会員をはじ

め、事務局の足立・八田さんの両名も参加してく

れて、時間が過ぎるのを忘れるほど、大盛況とな

りました。肉料理や色とりどりのお寿司等、バラ

エティ豊かな料理の数々に大変満足致しまし

た。テーブルマスターの高良・福原・石田会員に

は大変お世話を頂き、ありがとうございました。 

翌日の５月１６日（水）は、当クラブ社会奉仕

事業の一環として、北区老人会連合会のご老人

約１００名の方々を天満天神繁盛亭に招待し、 

私（会長）と平尾社会奉仕委員長が出席しまし

た。午前１０時からの開演で、約２時間余りの短

い時間ではありましたが、生で聞く落語家の噺

は格別で、会場は笑いの渦に包まれ、とても楽し

い時間を過ごして頂きました。 ５月１９日

（土）は、当クラブの春の家族会が中之島クラブ

セントラルBBQラウンジ「ノクターン」で開催され

ました。今回の家族会は、親睦活動委員会仲西委

員長の方針により、豪華な食事会ではなく「親

睦」を目的として計画してくれました。一人でも

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2429回） 
２）ソング  みかんの花咲く丘 
３）卓 話 「人口減少期の今、 
       なぜ賃貸住宅を建てるのか」 
      積水ハウス株式会社  
      大阪南ｼｬｰﾒｿﾞﾝ支店 法人営業部             
                部長  森 雅男 様 
           髙橋 俊起会員紹介 
４）6月度定例理事会（新旧合同） 

次週（６月７日）のお知らせ 

１）例 会 （2430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 「マイプロフィールと 

         “世にも不思議な話”」 

            中川 政照会員 
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  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日の卓話者、末澤正大会員が卓話してくれ、
楽しみにしています。今後もっと例会出席をし
てくれる事を期待しています。 橋本 守之 
末澤さん本日の卓話と毎週例会で会える事楽し
みにしています 寺杣 晃一 
本日の卓話よろしくお願いいたします 
 末澤 正大 
私どもの結婚記念日に美しいお花をいただきあ
りがとうございました 坂本 一民 
在籍表彰自祝 中島 清治 
春の家族会のご協賛とご参加ありがとうござい
ました 仲西 良浩 
春の家族会では橋本会長、仲西委員長始めお世
話いただきました皆様に感謝して 坂本 一民 
末澤会員、毎週卓話をお願いします 髙田 肇 
卓話だけですか、大変ご苦労様です 井戸 幹雄 
末澤正大会員の卓話を楽しみにしています 
 郡 悦清 
末澤正大会員、本日の卓話楽しみにしています
 中川 政照 
末澤会員、今日の卓話楽しみにしてます 
 石田 道夫 
末澤正大会員、本日の卓話楽しみにしておりま
す。来期は毎週お会いしましょうね 永田 秀次 
末澤正大さん、本日の卓話楽しみにしていま
す。 中村 修  
末澤さん卓話期待してます！ 中島 清治 
イチローが引退したので大谷のファンになりま
した。今日もいい所で打ちました、万才 
 南川 和茂 
ゴルフ同好会、お疲れ様でした。おかげ様で優
勝とベスグロいただきました。ありがとうござ
いました 箕村 保                     

平成30年5月24日  合計金   66,000円 

          累計金 2,833,000円 

☆☆ 先週（5月 24 日）の卓話 ☆☆ 

「私とロータリー・・・。」 

末澤 正大会員 
以前より父が入会していた天満橋ＲＣに、平

成１４年３月に入会させていただきました。 
ロータリークラブには、幼少の頃より家族会・

クリスマス会等で幾度となく参加させて頂いて
いた思い出があり多数のメンバーの方は存じあ
げておりました。自分自身が、いざ入会してみる
と様々な活動をしておられると知り大変興味深
く思った次第です。 毎週木曜日の例会に参加
をし、時折夕刻において会合があり参加させて
いただいておりました。最初の頃は、よく参加し

色々な会合にも顔をだしておりましたが入会し
て数年が経った頃にロータリーでは有名でした
父が亡くなってから自然と足が遠のく状態が続
き今に至っております。来年度からは、SAAという
大役を仰せつかっておりますのでロータリー活
動を頑張らせていただこうと思っております。
今までにも何度か卓話をさせて頂いて自分自身
の業としておりましたエネルギー関係の話をさ
せて頂いて、汗を掻きながら話させていただい
たと覚えがあります。本日は過去の反省も含め
ながら今後のロータリー活動の糧となるような
話？をさせていただきます。ありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願いいたします。 

－－NO.２・７テーブル情報集会－－ 

5月24日木曜日18時よりヒルトンプラザウエス
ト6階の「銀座 蔵人」にて橋本会長をはじめ12名
の皆様にご参加いただいてテーブル情報集会を
開催いたしました。橋本会長のご挨拶から、井戸
パスト会長の乾杯の御発声で始まりました。 

鱧のしゃぶしゃぶを中心に初夏の懐石料理の
コース全7品を頂戴いたしました。楽しい時間を
過ごすことができ、ご参加いただいた皆様には
大変感謝しております。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

帆立酒煎り 蛇腹胡瓜 丁字麩  

黄ミニトマト ラデッシュ 梅肉餡 

油目揚煮 焼長芋 木の芽白玉 姫竹  

人参 小松菜� 

鰹たたき あしらい一式� 

山菜ご飯 香の物� 

赤味噌仕立て 青さのり 豆腐 三つ葉� 

ハネジューメロン蜜煮 柏餅� 

コーヒー 

 ☆☆ 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  ３名 会員出席 41名(48名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 19名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席  7名 

5月24日の出席率 85.42％ 

５週間前（4月26日）の 

メークアップを含む出席率 75.00％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者15名) 


