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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
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基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2398回）

２）ソング

日も風も星も

３）卓

「 委 員 会 」

話

50周年記念事業実行委員会

☆☆ ９月度の結婚記念日 ☆☆
仲西 良浩
中野 格

＊＊

中村 修

次週（９月２８日）のお知らせ

梅本 知秀
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日（9月14日）の例会は、金田 五郎会員紹介
の元 米山奨学生 宋 莉莉さんが「挑戦 ― 日本
と世界を結ぶため」のテーマで卓話してくれま
す。非常に楽しみです。
例会終了後13時40分～ヒルトン10階「京都の
間」で第13回50周年記念事業実行委員会が開催さ
れます。11月2日（木）に開催されます天満宮事業
及び移動例会の概要について、実行委員会で最
終確定する予定です。
先週の9月7日（木）は、片山 勉ガバナーが当
クラブに公式訪問されました。午前中は、会長・
副会長・幹事・理事役員と懇談し、当クラブに対
し貴重なアドバイスを頂戴致しました。午後か
らの例会では、9月の誕生日の当クラブの会員に
対し、誕生日祝いを片山ガバナー自らお渡しし
て頂きました。9月の誕生日の会員にとって、心
に残るお祝いとなった事と思います。
また、中之島ロータリークラブより、高島パス
トガバナー及び杉村会員が来る10月21日（土）の

（2399回）
友と呼べるのは
「自分の人生にプラスになった
リーダー活動とは」
一般財団法人 大阪府青少年活動財団
ユースリーダー卒業生
辻堂 朝香 様
なるかわリーダー卒業生 北本 和也 様
青少年奉仕委員会
４）10月度定例理事会

創立25周年式典のPRの為に来訪されました。その
際、当クラブの会員に対して、出来る限り出席願
いたいとのご要望を受けました。
当日の午後6時からは、
当クラブ5･6番のテーブ
ル情報集会が創作割烹「みたや」で開催され、会
員及び事務局員2名を含めた総勢18名で、珍しい
“うなぎのすき焼き”を賞味しながら、親睦を深
めました。お世話して頂きましたテーブルマス
ターの川原会員・中野会員、ありがとうございま
した。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪中之島ロータリークラブの創立25周年記
念式典の出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
②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。
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。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

宋莉莉さん 卓話楽しみです。
橋本 守之
中村副委員長と共にタイを訪問し歓迎を受け無
事帰国しました。
山本 喬一
山本会員・中村(健）会員 タイ御訪問お疲れ様
でした。
石田 道夫

☆☆ 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

１名
２名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

58名
41名(55名)
19名
14名

在籍25ヶ年自祝
中村 健輔
19ヵ年在籍自祝 来年はどうなってますかとにか
くガンバリます。
川原 和彦
16ヵ年在籍自祝
梅本 知秀
2ヵ年在籍自祝 これからも宜しくお願いしま
す。
宮里 修一
6ヵ月皆出席自祝
中村 修
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
寺杣 晃一
誕生日自祝
福井 興
誕生日自祝
安田 義治
髙田ご夫婦の大変幸せな1日をお祝いします。
南川 和茂
髙田さん ご長女麻美ちゃん ご結婚おめでとう
ございました。
川原 和彦
髙田さん 長女麻美ちゃん ご結婚おめでとうご
ざいます。
中川 政照
髙田会長エレクト お嬢様のご結婚おめでとう
ございます！
田邉 三郎
南川会員、中川会員、川原会員 先日は、有難
うございました
髙田 肇
平成29年9月14日

合計金

82,000円

累計金

790,000円

）内は会員総数を基準とした値

9月14日の出席率
74.55％
４週間前（8月24日）の
メークアップを含む出席率 87.27％
メークアップ実施会員
2名（欠席者9名)
2009年4月阪和興業株式会社に入社しました。
そこで私の日本と世界を結ぶ挑戦が始まりまし
た。まず、多様な商品開発によって、日本の技術
や海外の製造と日本のマーケットを結びまし
た。そして、日本のよい商品を世の中にもっと披
露したいという思いで三年前輸出をはじめまし
た。
仕事ももちろん、春節祭in 天王寺などのイベ
ントも出掛けて、SNSを利用して世界に発信しま
した。いままで社会から恩恵を受けてばかりの
私ですが、今後もロータリーの精神に答えるよ
うに頑張ります。

－－No.5・6テーブル情報集会－－

☆☆ 先週（9 月 14 日）の卓話 ☆☆
「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
2008年4月～2009年3月クラブにお世話になっ
ていました奨学生の宋莉莉です。
大学院の卒業とともにクラブの奨学生も卒業
しましたが、私にとっては、一年ロータリーの奨
学生＝一生のロータリーの奨学生です。
当時の奨学生としては、奨学金ももちろん、学
業や就職などにもたくさんアドバイスを受けま
した。精神的にも異文化に対する考え方などの
貴重な意見をくださいました。
なにより、例会に出席することや、先生たちと
の座談会や、一緒にいろいろ交流イベントに参
加することによって、ロータリーの先生たちが
もってらっしゃるグローバルの視点や行動力、
社会奉仕の責任感に感銘を受けました。社会奉
仕、世界に変更をもたらす行動力など、そういう
ロータリーの精神こそ私たち奨学生にとって一
生の財産です。

９月７日（木）18時よりNo.5･6テーブル情報
集会が北新地「創作割烹みたや」にて、橋本会
長をはじめ会員・事務局１８名の参加で開催さ
れました。テーブルマスターの進行のもと橋本
会長のご挨拶に続き、郡パストガバナー補佐の
50周年事業への一致団結の呼びかけと乾杯のご
発声で開会され、盛況に語らった後、髙田会長
エレクトのご挨拶でお開きとなりました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
コーンクリームチャウダー
ハンバーグステーキ、とろけるモッツァレラ
チーズ添え、トマトデミグラスソース
梨、リンゴ、柿のコンポート、
サングリア仕立て
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

