
今回の当番幹事クラブは、中之島ロータリー

クラブで、３クラブで合同奉仕事業についての

意見交換を行いました。 

本日例会終了後、創立５０周年事業実行委員

会が開催されます。また、決定事項につきまして

は随時会員の皆様にご報告させて頂きます。  

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 地区より「会員増強ポスターの無料配布のご

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。尚、お申込みになら

れる方は事務局までお申し出ください。 

② 「2017-18年度青年功績賞授与式（大阪府）」出

欠のご返事を事務局までお願いいたします。 

③ 地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい

たします。 

④ 「2017-18年度 上半期会費のお願い」をさせて

頂いております。 

⑤ №2.3テーブル情報集会、№5・6テーブル情報集

会の出欠のご返事をお願いいたします。 

⑥ №1・4・7テーブル情報集会が本日開催されま

す。関係各位は17：45に「八軒家浜港」キャッ

スルホテル前に集合下さい。 

⑦ 次週例会終了後「9月度定例理事会」を開催い

たします。関係各位宜しくお願いいたします。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

中嶋ガバナー補佐、福田ガバナー補佐エレクト 

本日はようこそお越し下さいました。心より歓

迎致します。 橋本 守之 

 ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

8月24日（木）本日の例会に2017～2018年度ガバ

ナー補佐クラブ訪問として、ＩＭ６組担当 中嶋

進治（大阪城東RC）ガバナー補佐 、福田忠博（大

阪中之島RC）ガバナー補佐エレクトのご両名にお

越し頂いております。 

会員一同、心から歓迎申し上げます。午前11時

30分から、ヒルトン大阪10階「飛鳥の間」におき

まして、会長、副会長、幹事はじめ執行部のメン

バーで懇談させていただきました。後程 中嶋ガ

バナー補佐からご挨拶を頂きます。 

先週8月17日（木）は、定款により休会日でご

ざいましたが、夕刻18時から恒例のビアフレンド

会が開催されました。例会が休みの為、出席者が

少ないのではないかと思いましたが、メンバー

及びゲスト含め16名と大変多くの方々が出席さ

れ盛会でした。 

8月22日（火）は、ヒルトン４クラブ（大阪西・

大阪西北・大阪そねざき・大阪天満橋）の会長、

幹事懇親会がヒルトン3階「王朝」で午後６時か

ら開催され、私と寺杣幹事が出席致しました。ヒ

ルトン大阪にて例会を行っている４クラブが連

携し、ヒルトン会として更なる親睦を深め、また

様々な情報交換を行う事を確認致しました。 

8月23日（水）は、三世代（大手前・中之島・

天満橋）ロータリークラブの会長・幹事会が会場

「月波」で開催されました。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2395回） 
２）ソング  友と呼べるのは 
３）卓 話 「新入会員自己紹介」 
         吉村 圭太 会員 
         山本 邦人 会員 
４）9月度定例理事会 

   

次週（９月７日）のお知らせ 

１）例 会 （2396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 「ガバナー所感」 
       国際ロータリー第2660地区 
       ガバナー 片山 勉  様 
５）ガバナー公式訪問懇談会 
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中嶋ガバナー補佐 御来訪誠にありがとうござ

います。 郡 悦清 

中嶋ガバナー補佐様、福田ガバナー補佐エレク

ト様、本日はようこそお越し下さいました。 

 福原 哲晃 

中嶋進治ガバナー補佐のご来訪誠にありがとう

ございます。 川原 和彦 

中嶋ガバナー補佐、福田ガバナー補佐エレクト

本日はお越し頂き有難うございます。 

 石田 道夫 

中嶋進治ガバナー補佐ご訪問を心より感謝申し

上げます。 中川 政照 

中嶋ガバナー補佐、福田補佐エレクトご来場有

難うございます。 寺杣 晃一 

中嶋進治ガバナー補佐、御来訪ありがとうござ

います。 永田 秀次 

中嶋進治ガバナー補佐御来訪ありがとうござい

ます。 坂東 信幸 

郡副会長本日卓話宜しくお願い申し上げます。 

 石田 道夫 

郡さん本日の卓話楽しみにしています。 

 中村 修 

郡さん、卓話楽しみにしています。 柳澤 興平 

郡さん本日の卓話、超楽しみにしております！ 

 永田 秀次 

結婚記念日自祝 会長、キレイなお花ありがと

うございました 御木 威         

平成29年8月24日  合計金   49,000円 

          累計金 559,000円 

☆☆ 先週（8月 24 日）の卓話 ☆☆ 

「私と仕事とロータリークラブ」 

郡 悦清会員 

私が今の会社に転職したのが、1983年（昭和58

年）10月1日で34才でした。仕事のほうは今一つで

資金繰りの大変忙しい会社でした。それから35年

が経ちました。そして、1991年（平成3年）1月10

日に当クラブに入会させて頂き早27年目を迎え

て居ります。その間、仕事上もロータリー活動上

も色々な事が御座いました。1995年～1997年の会

社倒産の危機の時には、2期連続の幹事を引き受

けて居りました。2016年～2017年度は第二工場の

立ち上げ、実弟で専務の急逝、母親の永眠、会社

常務の膵臓がんの手術と私自身精神的にボロボ

ロの中、なんとかガバナー補佐の重責を終える

事が出来ました。その他にも色々とありました

が、全ての責務を大過なく終えられましたこと

は、私の喜びとするところであり、ご協力頂きま

した大阪天満橋ロータリークラブの皆様のお蔭

と心より感謝申し上げます。 

－－No.1・４・7テーブル情報集会－－ 

今年度第一回目の情報集会が８月２４日（木）

「八軒家浜船着場」より船に乗っての“大川め

ぐり”の企画で１９名の会員と大保さん計２０

名にてスタート。橋本会長のご挨拶に続き仲西

会員の御配慮にてビール以外にシャンパンや

赤・白ワインが用意されており、まずはシャンパ

ンにて重里パストガバナー補佐の乾杯の御発声

の下で乾杯！会食へと移り、船が毛馬の閘門でU

ターンする頃にサプライズ演出！今日５１歳の

お誕生日を迎えられた寺杣幹事にバースデー

ケーキとソングを贈呈、寺さんチャンと家に

持って帰ったかな？無理だろうね！その後会員

一人一人の近況報告を中島会員の司会にてス

ピーカーが次の人を指名して行く方式で各人２

分程度のお話を、例会で会うだけでははわから

ない其々の個性的なお話を伺い更に親密感が深

まった感を受けました。この企画並びに食材や

飲み物又細々したご手配を頂きました仲西会員

には心より御礼申し上げます。ご参加下さいま

した会員の皆様有難うございました。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

鯛のカルパッチョ、チアシード入りトマト

ヴィネグレット、ムスクラングリーン 

ローストポークロイン、ベイクドオニオン、

オレンジと生姜のヴィネグレット 

桃のコンポートとライチのゼリー、 

木苺のソース 

コーヒー又は、紅茶 

バゲット、ソフトロールとバター 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 58名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 43名(52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   9名 

8月24日の出席率 82.69％ 

5週間前（7月27日）の 

メークアップを含む出席率 82.35％ 

メークアップ実施会員     1名（欠席者10名) 


