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ロータリ財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

次々週（１１月２９日）のお知らせ
１）例

（2451回）

会

２）ソング

四つのテスト
「リーダー活動で学んだこと」

３）卓

話

（2452回）
里の秋
「設備工事業について」

一般財団法人 大阪府青少年活動財団
坂東 信幸 会員
ユースリーダー卒業生
岩村 綾子 様 ４）年次総会 次年度理事・役員選挙
なるかわリーダー卒業生 植野 晴菜 様
青少年奉仕委員会 ５）12月度定例理事会

☆☆ １１月度の結婚記念日 ☆☆
西井 幾雄
橋本 守之
箕村 保

＊＊

川原 和彦
福原 哲晃

山本 邦人
中川 政照
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
昨日１１月７日は立冬でした。早いもので、暦の
上では冬です。来週から寒くなるようですのでお
身体ご自愛ください。
本日は立食です。創立記念ですので何か会員同士
が交流でき、少しアルコールを飲みながら親睦を
深めようという意図でブッフェ形式にしました。
１１月１日テーブルナンバー４,７の情報集会が
ロイヤルホテル２９階でありました。中川会員の
ご尽力で素晴らしい会席料理とワインや冷酒も
含めて高級な飲み物を格安で楽しめました。設営
して頂きました在本、荒木両テーブルマスターに
もお礼申し上げます。
１２月６日に２年ぶりのクリスマス家族会を行
います。宝塚レビューと在本会員によるエレキ演
奏、オークションでみんなが楽しめる家族会を考
えておりますので、ぜひご家族でご参加いただき
ますようにお願い致します。
来週１５日の例会前までが、次年度理事・役員候
補の立候補ならびに推薦の期限でございますの
で、候補者がいらっしゃればお申し出くださいま
すようにお願い致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①地区大会の名札ならびに「地区大会当日のご
案内とお願い」を本日お配りしております。ご
出席頂けます会員は名札を必ず持参下さいま
す様お願いいたします。
②№2.5テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
③クリスマス家族会の出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。多数のご参加をお願い
いたします。
④台北陽明RC42周年式典祝賀会並びに国際大会
への参加ご意志の確認のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑤新入会員歓迎会のご案内を改めてお配りして
おります。出欠のご返事を事務局までお願い
いたします。
⑥11月9日（金）より、八尾東RCの例会場が「ＬＩ
ＮＯＡＳ 8階バンケットルーム」、例会時間
が12：30～13：30に変更となっております。
メークアップに行かれる際、お間違えのない
よう宜しくお願い致します｡
⑦№3・6テーブル情報集会が本日18：00から「蕎
麦しゃぶ総本家浪速そば 北浜店」にて開催
されます。関係各位よろしくお願いいたしま
す。
⑧次々週11月22日は定款により休会にさせて頂
きます。

☆☆ 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

０名
０名
０名
０名

会員総数
52名
会員出席
38名(46名)
出席規定適用免除 20名
会員欠席
8名

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

美しいお花ありがとうございます。 西井 幾雄
郡さん本日卓話楽しみにしています。
中村 修
郡パストガバナー補佐 本日卓話拝聴させて頂
きます。
石田 道夫
郡さん 卓話を楽しみにしています。 中川 政照
郡会員 本日の記念卓話期待しています。
中村 健輔
郡さんの記念卓話、楽しみにしています
山本 喬一
郡さん 卓話楽しみにしています。 柳澤 興平
橋本会員 先日はお世話になり有難うございま
した。次回を楽しみにしています。 中村 健輔
平成30年11月8日
合計金
27,000円
累計金 1,028,000円

☆☆ 先週（11 月 8 日）の卓話 ☆☆
創立 51 周年記念卓話

11月8日(木)3.6テーブルの情報集会が、北浜の
「蕎麦しゃぶ総本家浪花蕎麦」で行われました。
当日の暦は立冬で朝晩寒い季節となってき
て、蕎麦しゃぶと焼酎の蕎麦湯割などで暖をと
りながらの集会となりました。会長初め各会員
に一言近況の報告をお願いし、二宮新会員を交
えての楽しいひとときの集会となりました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１１月第２例会のお知らせ
日 時：11月21日（水）19時30分～20時45分
内 容：一泊研修報告会
場 所：大阪キャッスルホテル3階 錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録締切：11月16日(金)

１２月第１例会のお知らせ
日 時：12月5日（水）19時30分～20時45分
内 容：世界のクリスマスの過ごし方
※ご参加される方は500円程度のプレゼント
をご用意ください。
場 所：大阪キャッスルホテル3階 錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録締切：11月30日(金)
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org

四つのテスト

水谷暢宏

相模原南ＲＣ

作曲

真実か どうか

みんなに 公平か

コーンクリームスープ、クルトン添え
ビーフと野菜入りコロッケ、
トマト・デミグラスソース
ヘーゼルナッツパルフェと栗のクリーム、
モンブランスタイル
コーヒー又は、紅茶
バゲット、クルミ入りソフトロールとバター

－－No.３・６テーブル情報集会－－

好意と友情を深めるか

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

11月8日の出席率
82.61％
４週間前（10月18日）の
メークアップを含む出席率 88.64％
メークアップ実施会員
2名（欠席者7名)

みんなのためになるかどうか

「我がクラブ100周年に向けて」
郡 悦清 会員
私はもう2ヶ月程で在籍29年を迎えます。その
間、入会４年後の幹事を皮切りに色々とお役目
を頂き地区並びに他のクラブも拝見して参りま
した。そんな中で我がクラブを見た時、正直に
言ってまだ増しな方かとしか感じられませんで
した。
20年余り前の会員数より半分以下となりま
したが、他クラブの見方は、以前と同じ様な見方
をして居られます。取り敢えず何をしても消化
しているからでしょうか？一方我々は満足感・
達成感を全員が感じているでしょうか？私の最
初の会長のテーマは「One for All, All for One」
でした。今、4つのテスト「皆の為になるかどう
か」を再確認するべきではないでしょうか？そ
して、100年に向けて1人1人が理解し合い、強い
「絆」で伝統ある天満橋ロータリークラブを、楽
しく明るいクラブ、人の溢れるクラブに蘇らせ
る様、努力しようではありませんか。

）内は会員総数を基準とした値

