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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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平和と紛争予防/紛争解決月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）三世代クラブ合同例会
２）ソング

（2460回）

君が代・奉仕の理想

３）三世代クラブ合同社会奉仕事業報告
三世代クラブ 社会奉仕委員長
＜例会場

帝国ホテル

5階

八重の間＞

次週（２月１４日）のお知らせ
１）例 会 （2461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 平和と紛争予防/紛争解決月間記念卓話
「大阪天満橋ＲＣの国際奉仕事業」
山本

喬一会員

国際奉仕委員会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
早いもので今日で１月も終わりです。そして、平
成も余すところ３ヶ月となりました。あまりにも
月日が経つのが早いので驚かされます。
今週は、なんと言いましても大坂なおみさんの全
豪オープン優勝と世界ランク１位に驚きました。
素晴らしいの一言です。
本日の卓話は二宮会員の新入会員自己紹介です。
最後までご清聴を宜しくお願い致します。
２０１９－２０２０年度の地区委員の委嘱状が、
地区ローターアクト委員会として仲西会員に、地
区社会奉仕委員会として箕村会員に届いており
ます。後程お渡しいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①2月1日よりロータリーレートが1ドル＝110円
に変更になります。（1月のレート 1ドル＝112
円）
②（公益財団法人）ロータリー日本財団より、平
成30年7月1日から12月末までの個人寄付につ
きまして、確定申告で税務署にご提出いただ
く確定申告用寄付金領収証（裏面に税額控除
の証明書が印刷されております）が届きまし
た。「寄付者の皆様へ」と併せて会員ポストに

お配りしておりますのでご確認ください。な
お、「寄付者の皆様へ」をご一読いただきお手
続きをお願いいたします。
③（公益財団法人）ロータリー米山記念奨学会
より、昨年1年間（2018年1月～12月）の特別寄
付金ならびに普通寄付金につきまして、確定
申告で税務署にご提出いただく書類が届きま
した。寄付金領収証（税額控除に係る証明書の
写し付）・リーフレットと併せて会員ポストに
お配りしておりますのでご確認ください。
「確
定申告用領収証送付の件」をご一読いただき
お手続きをお願いいたします。
④ロスターの年間行事予定表に変更がございま
したので、本日訂正版をお配りしております。
6月の休会日が6月6日と記載されております
が、G20が開催される関係で6月27日が休会にな
ります。お間違いのない様にお願い致します。
⑤「2018-19年度青年功績賞授与式（大阪市）」の
出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。
⑥「天満宮観梅の会」出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
⑦「2018-19年度 下半期会費のお願い」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。

☆☆ 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
０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

49名
31名(42名)
19名
11名

⑧次週2月7日（木）の例会は8日（金）三世代ク
ラブ合同例会（帝国ホテル大阪）に変更になり
ますのでお間違いのない様にお願い致しま
す。なお、当日の幹事報告は書面にて会報と一
緒に配布させて頂きます。また、合同例会での
ネクタイは50周年記念ネクタイで統一頂きま
すようお願いいたします。
⑨本日例会終了後 「2月度定例理事会」を4Ｆ「銀
河の間」にて開催致します。関係各位宜しくお
願いいたします。

☆☆

２月度理事会決定事項

☆☆

・クリスマス家族会 決算承認
・ＲＡＣ助成金(下期30万円) 承認
・青年功績賞(大阪市)予算 承認
・台北陽明ＲＣ創立42周年予算 承認
・今井会員退会に伴う下期会費免除 承認
・ＲＩ規定審議会 今期提案事項なし

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

在籍28ヶ年自祝
郡 悦清
本日の卓話よろしくお願いいたします。
二宮 彰久
二宮会員自己紹介頑張って下さい。 髙田 肇
本日の卓話楽しみにしています。 中村 修
二宮彰久会員新入会員自己紹介楽しみに拝聴し
ます。
中川 政照
二宮さん本日の自己紹介頑張って下さい。
石田 道夫
二宮会員フレッシュな卓話楽しみにしておりま
す。
永田 秀次
二宮さん自己紹介楽しみにしています。
箕村 保
二宮会員自己紹介楽しみにしています。
寺杣 晃一
二宮さん自己紹介楽しみにしています。がん
ばって下さい。
西原 潔
大変遅くなりました。本年もどうぞ宜しくお願
いします。
郡 悦清
今日は親睦・事務局の対応に感心しました。
南川 和茂
連続欠席のおわび
中村 健輔
平成31年1月31日

合計金

53,000円

累計金 1,674,000円

）内は会員総数を基準とした値

1月31日の出席率
73.81％
４週間前（1月10日）の
メークアップを含む出席率 86.67％
メークアップ実施会員
1名（欠席者 7名)

☆☆ 先週（1 月 31 日）の卓話 ☆☆
「新入会員自己紹介」
二宮 彰久会員
皆様こんにちは。井戸さんからお誘いを受け、
橋本直前会長、田邉幹事に紹介者となっていた
だき入会させていただきました、二宮 彰久と申
します。私は専門学校を卒業してトヨタカロー
ラ大阪（株）に入社させていただきました。営業
マンとして都島区・城東区を中心に新車の販売
を3年半させていただきましたが営業所の統廃
合に伴い、転勤先が近隣店舗になるとは限らな
いと言われ嫌気がさして退職し無理矢理、梅田
旭土地（株）に入社させていただきました。入社
1年目は仕事をさせてもらえず、宅建の勉強だけ
をしていました。2年目からは色々な不動産業者
の会合に顔を出し色々な人と名刺交換をさせて
いただき、毎日のように飲みに行きました。そし
て、あらゆる情報に対応できる不動産ネット
ワークを形成させていただきました。不動産業
を通じて社会貢献できるように日々奮闘中でご
ざいますので、皆様ご支援よろしくお願いいた
します。結びとなりますが、父が大好きだった
ロータリーに入会させていただき3ヶ月経ちま
したが、本当に毎日楽しく過ごさせていただい
ております。徐々に事業のお手伝いを出来たら
と思っておりますので、今後ともご指導ご鞭撻
よろしくお願いいたします。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
２月第２例会のお知らせ
日 時：２月１６日（土）12:30～17:00
内 容：空手例会
場 所：日本語教育センター
登録料： RC 無料
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：２月８日（木）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ゴボウのスープ
寒鰆のコンフィ 根菜のラタトゥイユ添え
サラダ
チョコレートのベリーヌ
コーヒー

