
リー財団セミナーが開催され、当クラブより、私
と西井財団委員長と出席致しました。財団の現
況やポリオ撲滅、財団補助金活動事例の発表及
び財団奨学金プログラム等の発表がありまし
た。 

翌９月３日(日)は、当クラブ青少年奉仕活動
として、大阪府青少年活動財団ユースサービス
大阪、吉野宮滝野外学校に於いて、青年功績賞授
与式を実施致しました。当日は、晴天にも恵ま
れ、４年間の林間学校での奉仕活動を貫徹され
た若者たち（男女の大学生）１７名に授与致しま
した。当日は、私(会長)はじめ、郡副会長、髙田 
会長エレクト、寺杣幹事、福原青少年奉仕委員
長、今井副委員長、中島青少年交換委員長、吉村
親睦活動委員の計８名が出席致しました。 

地区より、９月１日付で片山ガバナー名によ
り、地区大会決議委員会委員として、当クラブの
副会長 郡 悦清会員に対し、委嘱状が届いており
ます。郡会員には、よろしくお願い致します。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて9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。 

② 本日ガバナーの原稿（今年度の方針）を会報と
ご一緒にお配りしております。 

③ 本日2017-18年度のロスターをお配りしており
ます。写真のカラー化に伴いまして、大変遅く
なりました事をお詫び申し上げます。 

④ 大阪中之島ロータリークラブの創立25周年記

念式典のご案内を本日お配りしております。 

 ☆☆ ９月度の在籍表彰 ☆☆ 
 25ヵ年 中村 健輔  19ヵ年 川原 和彦 
 16ヵ年 梅本 知秀  13ヵ年 永田 秀次  
  2ヵ年 宮里 修一      

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆ 

中村 修   寺杣 晃一 
                                 (以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

8月31日(木)の例会は「新入会員自己紹介」とし
て、吉村 圭太会員、山本 邦人会員の二人に卓話
をして頂きました。二人ともユニークさを交え
て楽しく話してくれました。二人には、ロータ
リー活動に積極的に参加し、色々な経験を積ん
でいただき、次世代のロータリアンとして成長
される事を期待しております。 
例会終了後、ヒルトン10階にて9月度定例理事

会が開催され、9月7日(木)に片山ガバナーが当ク
ラブに公式訪問されますので、懇談会について
の打ち合わせを致しました。 

当日午後６時から、№２・３番テーブルの情報
集会が西天満の和膳「とく家」で開催されまし
た。川本 浩大先輩をはじめ、会員１４名と事務
局員の大保さん、足立さんも参加し、総勢１６名
で美味しい食事を楽しみ、大変盛り上がりまし
た。お店を紹介して頂いた福原会員、テーブルマ
スターの平尾・寺内会員にはお世話になり、あり
がとうございました。 

９月２日(土)午後２時から、大阪YMCA会館２階
ホールに於いて、2017年～2018年度地区ロータ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2397回） 
２）ソング  四つのテスト 
３）卓 話 「挑戦-日本と世界を結ぶため」 
  元米山奨学生 阪和興業 宋 莉莉 様 
          金田 五郎会員紹介 

次週（９月２１日）のお知らせ 

１）例 会 （2398回） 
２）ソング  日も風も星も 
３）卓 話  「 委 員 会 」 
      50周年記念事業実行委員会 
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⑤ 新入会員歓迎会のご案内を本日お配りしてお

ります。多数のご参加をお願いいたします。 

⑥ 地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい

たします。 

⑦ №5.6テーブル情報集会が本日18：00から「創

作割烹みたや」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 

クラブ創立25周年式典、祝賀会の御案内に参り
ました。よろしくお願い申し上げます。 
   大阪中之島ＲＣ 高島 凱夫・杉村 雅之 
片山地区ガバナー、塩谷地区代表幹事、辰野地
区幹事、ようこそお越し下さいました。  
 橋本 守之 
片山ガバナー 本日のご来訪、誠に有難うござ
いました。 寺杣 晃一 
片山ガバナー、塩谷地区代表幹事、辰野地区幹
事、よくお越し下さいました。 南川 和茂 
高島凱夫パストガバナー、本日はご来訪頂き心
より歓迎申し上げます。 
また25周年記念例会も喜んでご協力致します。
片山ガバナーもご同席頂いています例会を美味
しいランチと共にお楽しみ下さいませ。 
 中川 政照 
地区代表幹事塩谷眞治様 本日のご来訪心より
歓迎申し上げます。 中川 政照 
片山ガバナー、公式訪問を心から歓迎申し上げ
ます。 福原 哲晃 
片山勉ガバナーの御来訪、歓迎、感謝致しま
す。 中村 健輔 
片山ガバナー、塩谷地区代表幹事の御来訪を歓
迎して。 在本 茂 
片山ガバナー御来訪 誠にありがとうございま
す。 永田 秀次 
片山ガバナー、ご来訪有難うございます。 
 箕村 保 
誕生日自祝 南川 和茂 
誕生日自祝 中村 健輔 
誕生日自祝 髙田 肇 
誕生日自祝 在本 茂 
誕生日自祝 中島 清治 
誕生日自祝 山本 邦人 
3世代中之島ロータリークラブより高島パスト
ガバナー、杉村会員ようこそお越し下さいまし
た 橋本 守之 
杉村雅之様、ご来訪心より歓迎申し上げます。
25周年記念例会ご協力致します。 中川 政照 
片山ガバナー、塩谷地区代表幹事、辰野地区幹
事、本日のご来訪誠にありがとうございます。 
                ＳＡＡ一同 

高島パストガバナー、本日はご来訪頂きありが
とうございます。        ＳＡＡ一同     
平成29年9月7日  合計金   111,000円 
          累計金 708,000円 

☆☆ 先週（9月 7日）の卓話 ☆☆ 

ガバナー公式訪問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11時30分からの当クラブ理事・役員との懇談会

に引き続き公式訪問例会で、ＲＩと地区の方針
について卓話いただきました。卓話の詳細につ
きましては先週例会において資料として配布さ
せていただいております。 

 

 

コインサービスの報告 
ロータリー財団 

米山奨学会 

  ７/27  残  高  149円 

   ９/７  受  入    50円 

   現 在 高  199円 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ５名 会員総数  58名 

国内ゲスト  ４名 会員出席  37名(51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   14名 

9月7日の出席率 72.55％ 

5週間前（8月10日）の 

メークアップを含む出席率 81.82％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者13名) 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

焼茄子利久漬 海老 オクラ 

鱸(すずき)ちり蒸し 豆腐 白才 白葱  

占扡 生麩 

胡麻豆腐玄米衣 孫芋 鯖唐揚げ 茸餡かけ  

絞り生姜 

鱧菊花真丈 三つ葉 柚子 

松茸御飯 

冷やしおしるこ 白玉団子入り 


