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＜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

ＪＵＬＹ

２０

２０１７

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

ＮＯ．２３９０
次週（７月２７日）のお知らせ

１）例 会 （2391回）
（2390回）
我等の生業
２）ソング
友と呼べるのは
「ロータリー入会を振り返って」
３）卓 話 「ラグビーで学んだ感性」
宮里 修一会員
神戸製鋼７連覇戦士 林 敏之 様
西井 幾雄会員紹介
４）8月度定例理事会

☆☆ ７月度の結婚記念日 ☆☆
髙橋 俊起
平尾 彰彦

＊＊

深田 博司

吉村 圭太
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日は大阪大手前ロータークラブ岡田耕平会
長・河野裕一幹事にお越し頂いております。どう
ぞごゆっくりお過ごし頂きたいと存じます。な
お、後程ご挨拶を頂戴したいと存じますので宜
しくお願いいたします。また、2016-17年度青少年
交換派遣学生 永田秀成君も先週7月6日（木）に
アメリカから帰国して本日例会に出席して頂い
ております。永田君の出迎えには当クラブから
川原委員長・山本会員・田邉会員に行っていただ
きました。永田君にも後程一言ご挨拶を頂戴し
ますが、8月31日（木）例会の卓話時間に帰国報告
をして頂けることになっております。
先週例会終了後、ヒルトンホテル１０Ｆにお
いて50周年記念事業実行委員会第9回部会長会議
が開催され、実行計画の現在の進捗状況につい
ての報告があり、７～８月中には計画案が決定
される様に議論がなされました。
本日開催のクラブ協議会冒頭において今年度
の活動方針をお話させて頂きます。
多数の会員の皆様のご参加、特に入会年度の

浅い会員におかれましは是非ご参加頂き、クラ
ブの奉仕事業等への理解を深めて頂ければと存
じます。

☆☆

幹 事 報 告 ☆☆

①2017－18年度年次計画書を本日お配りしてお
ります。
②「2017-18年度 地区大会」のご案内が届いて
おります。チラシならびに登録申込書をお配
りしておりますので出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。なお、ポスターを掲示板
に貼っておりますのでご覧ください。
③「2017-18年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
④本日 例会終了後クラブ協議会を開催いたし
ます。会員各位の多数のご参加をお願いいた
します。クラブ協議会資料は全会員のポスト
に配布させて頂いております。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

一年間どうぞよろしくお願い致します。
大阪大手前ロータリークラブ
岡田耕平会長・河野裕一幹事
大手前ロータリークラブ岡田会長・河野幹事よ
うこそお越し下さいました
橋本 守之
大阪大手前ロータリークラブ岡田会長・河野幹
事永田秀成さんようこそおこし頂きました。
寺杣 晃一

☆☆ 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

３名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

58名
41名(52名)
19名
11名

本日誕生日の為失礼ながら欠席致します。在籍
49年自祝。来年50年（在籍）に向けてガンバリ
ますので宜しくお願い致します。 川本 浩
在籍34年自祝
橋本 守之
28ヶ年在籍表彰自祝
安田 義治
在籍17ヵ年自祝
高良 尚志
在籍9ヵ年自祝
山田 雅則
在籍4ヶ年自祝
寺杣 晃一
在籍1ヶ年自祝
坂東 信幸
在籍1ヶ年自祝
廣畑 剛志
入会1ヶ年自祝
木川 武利
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝 中川さん大変
お世話になりました。無事終了しました。
寺内 清視
愚息秀成が無事アメリカミネソタより帰国しま
した。本日ご挨拶させていただきます。
永田 秀次
青少年交換派遣学生永田秀成君、元気で帰国さ
れおめでとうございます。貴重な体験を生かし
て下さい。
橋本 守之
永田君、元気に帰国を祝して
山本 喬一
永田さん、秀成君アメリカ留学おつかれでし
た。永田パパお世話になりました 川原 和彦
連続欠席のおわび
勝見 茂
平成29年7月13日

合計金

99,000円

累計金

334,000円

）内は会員総数を基準とした値

7月13日の出席率
78.85％
４週間前（6月22日）の
出席率 90.74％
8名（欠席者13名)
少し顔付も大人になり、全体的に締まって見えた
ので、お帰りなさい、痩せたな、と声を掛けると、
「いっぱい食べたけど、それ以上に動いたか
ら！」と元気に答えてくれました。
それだけで、充実した１年を過ごして来た事が伺
えました。

7月13日の例会では帰国の挨拶をしてくれまし
た。
8月31日の例会ではこの１年の報告として、卓話
をして頂く予定となっておりますので、宜しくお
願い致します。

☆☆ クラブ協議会 ☆☆
クラブ協議会が7月13日例会終了後に開催され、
各委員長より2017-18年度の事業計画が発表され
ました。

☆☆青少年交換学生帰国挨拶☆☆

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
昨年8月18日に青少年交換プログラムにより、ア
メリカミネソタ州へ旅立ちました当クラブの永
田会員のご子息秀成君が、先日7月6日に無事帰国
されました。
伊丹空港に永田会員は勿論、川原委員長、山本会
員、田邉でお迎えにあがりました。

座
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郡

席
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・ 卓話者

（会長エレクト）（副会長）

（２０１７～２０１８年度

橋本 ・ 寺杣
（会長）

テーブル
Ｎｏ．

会

員

・ 田邉・ ＳＡＡ

（幹事）

◎テーブルマスター

７月～９月）

（幹事エレクト）

○サブマスター

（ 敬称略 ）

名

Ｎｏ．１

◎中島・○髙橋・西井・末澤・金田・山田・河田・高良

Ｎｏ．２

◎平尾・○荒木・福原・今井・西浦・森本・勝見・北村

Ｎｏ．３

◎寺内・○大矢・川 本・衣斐・山本（喬）・中村（健）・松宮・鍬田

Ｎｏ．４

◎石田・○井戸・寺井・二宮・安田・福井・重里

Ｎｏ．５

◎中野・○箕村・坂本・髙松・中村（修）・溝手・南川・在本

Ｎｏ．６

◎川原・○梅本・永田・宮里・柳澤・坂東

Ｎｏ．７

◎仲西・○中川・御木・深田・木川・吉村・山本（邦）・廣畑

