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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
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

次々週（３月１４日）のお知らせ
１）例

（2463回）

会

（2464回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

雪

「私のロータリー国際大会四方山話」 ３）ソング
石田

道夫会員

君が代・奉仕の理想

４）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
５）ガバナー補佐訪問懇談会

４）3月度定例理事会

６）第4回被選理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
２月１４日テーブルナンバー２，３，４のテーブ
ル情報集会が淀屋橋の「天の幸 山の幸」で行わ
れました。総勢１５名の参加がありました。美味
しい宮崎牛をリーズナブルな価格で頂き楽しい
ひと時でした。テーブルマスターの方々有難うご
ざいました。
２月１６日土曜日、地区ロータリー財団補助金管
理セミナーが大阪ＹＭＣＡで行われ、中村会長エ
レクトと荒木次年度社会奉仕委員長に出席いた
だきました。
２６日火曜日に市の青年功績賞授与式がありま
す。９時３０分に信太山の野外活動センターに集
合です。入会が浅く参加したことが無い方はぜひ
ご参加下さい。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2019-20年度版 ロータリー手帳」ご希望の
かたは本日中に申込用紙を事務局にご提出お
願いいたします。
②ＩＭ第６組フレッシュロータリアン研修交流
会の出欠のご返事を事務局までお願いいたし
ます。
③春の家族会の出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。

④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。
⑤№5・6・7情報集会の出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。
⑥三世代クラブ有志一同懇親会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑦本日例会終了後 第3回被選理事会を4Ｆ「銀嶺
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。
⑧次週例会終了後「3月度定例理事会」を開催い
たします。3月14日（木）開催のガバナー補佐
訪問懇談会と合わせて本日ご案内させて頂い
ておりますので関係各位宜しくお願いいたし
ます。
⑨次々週3月7日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま
す。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日卓話させて頂きます。よろしくお願いしま
す。
木川 武利
木川さん、本日の卓話を聞いて、シングル目ざ
します？
中村 修
木川さん、本日の卓話楽しみにしてます。
川原 和彦
木川さん卓話楽しみにしております 石田 道夫
木川会員、本日の卓話楽しみにしています
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

２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
32名(43名)
19名
11名

木川さん、卓話楽しみです！
永田 秀次
木川会員、勉強させて頂きます。 寺杣 晃一
木川さん、卓話たのしみにしてます！
坂東 信幸
木川さん、本日の卓話楽しみです。
吉村 圭太
山本会員、先週の卓話、ご苦労さまでした。ニ
コニコ遅れて申し訳ありません。
木川会員、本日卓話頑張って下さい。卓話楽し
みにしていましたが聞く事が出来ず、大変残念
です。
中村 健輔
事務局のみなさま、チョコレートありがとうご
ざいます。
安田 義治
中川さん、昨日は大切な会にお伺いできずごめ
んなさい。
川原 和彦
先週情報集会の会費が少しあまりましたのでニ
コニコさせて頂きます。
２・３・４テーブルマスター代表 御木 威
坂本（一）・南川・石田・柳澤・髙橋会員・足
立さん。昨日は本当にお世話になりました。あ
りがとうございます。感謝。感謝。 中川 政照
平成31年2月21日

合計金

58,400円

累計金 1,817,400円

☆☆ 先週（2 月 21 日）の卓話 ☆☆

2月21日の出席率
74.42％
４週間前（1月31日）の
メークアップを含む出席率 80.95％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)
次に「私とゴルフあれこれ」について
ゴルフこそ、自分にとって有利になることばかり
を考えてはいけない。
場面場面で、自分が試されていると思ってきまし
た。
①人の見ていないところで→「自分は見ている」
・バンカーで意識して２度打つ。
・ＯＢボールを「あった、あった」。
結果全く信用を無くす
②プロがこんなことを
・安田春雄が自分のＯＢボールを{あった、
あった}
・尾崎将司がラウンド中ボールについた泥を
ズボンの裾で「みんな下手だねー」発言
③握りについて 自分の人格をだめにする
④素振りの効用
自分にしか見えない物が見えてくる
⑤グリーンの上にラインが見える
「禅ゴルフ」について
以上

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
コーンクリームスープ、クルトン添え
茸入りチキンクリーム煮のクレープ包み焼き、トマトソース
コスレタス、ポテトサラダ、トマト、胡瓜、アスパラガスサラダ
ほうじ茶のプディング、マンダリンオレンジ添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

雪

一、雪やこんこ
文部省唱歌

ずんず ん 積る

あら れやこんこ

降っては降っては

花が咲く

あら れやこんこ

山も野原も わたぼうしかぶり

枯れ 木残らず

二、雪やこんこ

まだ降りやまぬ

庭駆けまわり

降っても降っても

犬は喜び

猫はこたつで丸くなる

「私とゴルフあれこれ」
木川 武利会員
本日は「私のこと」と「私とゴルフあれこれ」を
お話しさせていただきます。
まず「私のこと」について
私は、次のことをモットーとしてまいりました。
①自分にとって有利になることばかりを考
えないこと。
②誠実に生きること。
③困っている人を助けること。
①については仕事の中で次のようなことをやり
ました。
総合商社から子会社の建設会社に責任者とし
て出向したときに、マンションの竣工引き渡し
後のクレームを無償で補修修繕することでお
客様からの満足を得、結果１年後・２年後の検
査もほとんどクレームがなくなり、発注者から
も喜んでいただき、次の建築工事受注につなげ
たこと。

）内は会員総数を基準とした値

