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2018-2019年度RIテーマ

＜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
次週（２月２８日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

１）例

（2462回）

２）ソング

日も風も星も
「私とゴルフあれこれ」
木川

重里 國麿
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
本日は待ちにまったバレンタインデーです。もと
もとヨーロッパで広まったバレンタインデーで
すが、日本に伝わったのは昭和３０年頃でして、
昭和５０年頃から女性が男性にチョコレートを
贈って告白する日として定着したようです。ヨー
ロッパと違う点は、贈り物がチョコレート、女性
から男性への贈答、女性からの愛情表現の機会と
いう点です。女性から男性にチョコレートを贈る
のは日本独自の様です。バレンタインデーが近づ
くとチョコレートを要求するビームを出す男性
や、安いチョコレートを贈りホワイトデーに高額
な品物を要求する女子には気を付けたいもので
す。
先週は三世代クラブ合同例会でした。総勢７９
名、大手前ロータリークラブ様１８名、中之島
ロータリークラブ様３１名、当クラブからは３０
名の出席でした。人数が多いと賑やかでした。ご
出席いただきました会員は有難うございました。
次年度は天満橋ロータリークラブがホストです
ので、ご協力お願い致します。

幹 事 報 告

話

雪
「私のロータリー国際大会四方山話」
石田

道夫会員

４）3月度定例理事会

☆☆ ２月度の結婚記念日 ☆☆

☆☆

３）卓

（2463回）

武利会員

４）第3回被選理事会

＊＊

会

☆☆

①ロータリーの友」をお配りしております。併せ
て2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「2019-20年度版 ロータリー手帳」申し込み
のご案内をお配りしています。2月21日（木）
までにご提出をお願いいたします。手帳につ
いての詳細は掲示板をご覧ください。
③本日「ＩＭ第６組フレッシュロータリアン研
修交流会」ご案内をお配りしております
④本日春の家族会ご案内をお配りしております
⑤本日台北陽明RC42周年式典並びに諸行事につ
いてのご案内をご参加の方にお配りしており
ます。早急にご返答お願いいたします。
⑥三世代クラブ有志一同懇親会のご案内を本日
お配りしております。
⑦№5・6・7テーブル情報集会のご案内を本日お
配りしております。
⑧№2・3・4テーブル情報集会が本日18：00から
「天の幸 山の幸 ホテルユニゾ大阪淀屋橋
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。
⑨「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。
⑩「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。
⑪次週例会終了後、第3回被選理事会を4Ｆ「銀嶺
の間」にて開催いたします。本日ご案内をさせ
て頂いておりますので関係各位宜しくお願い
申し上げます。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
郡 悦清
誕生日自祝
坂東 信幸
郡悦清会員、お誕生日をお祝い申し上げます。
ところで何回目ですか？
中川 政照

☆☆ 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

）内は会員総数を基準とした値

会員総数
49名
会員出席
36名(42名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
6名

在籍23ヶ年自祝
山本 喬一
本日、卓話させて頂きます。よろしくお願いし
ます。
山本 喬一
山本パスト会長 本日の卓話、よろしくお願い
します。
国際奉仕委員会
山本先輩、本日の卓話楽しみにしています。バ
レンタインのチョコレートありがとうございま
す。
中村 修
山本喬一会員の卓話、楽しみです。
橋本 守之
山本喬一会員本日の国際奉仕卓話拝聴します。
川原 和彦
山本さん､本日の記念卓話楽しみです。
福原 哲晃
山本パスト会長、本日の卓話楽しみにしており
ます。
永田 秀次
今日弊社は９１年目の創業の日です。皆様に感
謝して
坂本 一民
先日は川本先輩、中川さん始め、石田、寺杣、
末澤 ３氏に大変お世話になりました。
坂本 一民
川本先輩、中川さん、先日は大変お世話になり
ました。
川原 和彦
永田さん､高橋さん、先日は松虫でお世話にな
りました。
川原 和彦
バレンタインプレゼントありがとうございま
す。
郡 悦清
事務局の皆様、素敵なチョコレートをありがと
うございます。
川原 和彦
ギリチョコを頂きました。スポンサー様ありが
とうございます。
中川 政照
事務局“ギリチョコ”ありがとうございます！
永田 秀次
チョコレート有難うございます。本命じゃない
ですね。
寺杣 晃一
事務局チョコありがとうございました。
末澤 正大
平成31年2月14日
合計金
75,000円
累計金 1,759,000円

☆☆ 先週（2 月 14 日）の卓話 ☆☆
「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
現在2月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」で
すが、以前の月間テーマ「国際理解」という観点
で国際奉仕委員会の取り組みを報告させて頂き
ます。
当クラブの国際奉仕事業を振り返ると、創立40
周年までは地区主導の国際奉仕事業に加わって
きましたが、40周年を迎えた年からクラブの自主

2月14日の出席率
85.71％
４週間前（1月24日）の
メークアップを含む出席率 84.09％
メークアップ実施会員
3名（欠席者8名)
的国際奉仕事業を展開してきました。台北陽明RC
と共同で基隆河水保全事業、多年にわたるタイで
の白内障手術支援事業、ネパールにおける医療器
設置事業、さらにはタイでの人口透析機設置事業
など多くの海外での奉仕事業を行ってきました。
一方、当クラブのロータリー財団への資金寄付
は毎年地区目標をクリヤしこの5年間で600万円
近い寄付実績となっています。ロータリー財団へ
の資金寄付は3年後にその50％が地区資金として
戻り、さらにグローバル補助金事業を展開するこ
とによりさらに還元資金を獲得できる制度に
なっています。
クラブの拠出に見合う奉仕事業を実施すべく、
2018年9月に「タイ・ウタラジット県の小学校に浄
水と衛生教育」という総額340万円の事業をロー
タリー財団へ申請していましたが、2018年から導
入された「地域調査」に基づく審査基準が一段と
厳しく認可には至っていません。地域調査を見直
し再申請により認可を得るべく取り組みを続け
ていきます。
財団資金は国内向けの奉仕事業にも活用でき
ますので当クラブはより積極的にこの資金を活
用することが望ましいと考えます。

－－No.２・３・４テーブル情報集会－－

2月14日 第2，第3，第4テーブル情報集会が天
の幸山の幸で開催されました。総勢15名の参加
で、ご参加の各メンバーから近況報告をしてい
ただきました。橋本直前会長がその中で女性会
員が7割のクラブにメイクアップされた話をさ
れ、今後の天満橋ロータリークラブについて活
発な討論がなされました。ご参加いただきまし
たメンバー各位のご協力に感謝申し上げます。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
大豆煮
茄子田楽 （海老 帆立貝 生麩）
合鴨治部煮 大根 人参 水菜
鯛と薄揚げの炊き込み御飯 三つ葉 香の物
玉子豆腐の吸物
オレンジゼリー 苺 ミント

