OSAKA-TEMMABASHI

RC西田会長にご挨拶を頂戴しスタート。和田八の
天ぷら、特製おでんに駿河屋のぜんざい、ビール
に日本酒、ワインの差し入れ等食べきれないほど
の美味しい食事を頂きました。気候も3月下旬並
みの暖かさで、この時期にしては厳しい寒さもな
く、心地よく過ごせました。
最後に、井戸会員、寺井会員、髙田会長のご挨拶
で、楽しい鑑賞会も終了、参加頂いた皆さんの楽
しそうな笑顔が印象的でした。
寺井会員、中川会員はじめ、お世話になった方々
本当に有難うございました。
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水 と 衛 生 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

次々週（３月２８日）のお知らせ
１）例

（2464回）

会

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

３）卓

君が代・奉仕の理想

話

（2465回）
朧月夜
「私と仕事とロータリー」
郡

４）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

悦清会員

４）4月度定例理事会

５）ガバナー補佐訪問懇談会
６）第4回被選理事会

☆☆ 福田

忠博ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆

☆☆ ３月度のお誕生日 ☆☆
03日
06日
10日
19日

北村
橋本
衣斐
二宮

☆☆

修久
守之
孝雄
彰久

03日
06日
12日
27日

永田
坂本
中村
西原

３月度の在籍表彰

40ヵ年 井戸 幹雄
26ヵ年 鍬田 充生

秀次
一民
修
潔

☆☆

31ヵ年 南川 和茂
（以上敬称略）

＊＊

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
小海老、蛍烏賊、
スナップエンドウのピュレ、甲殻類ゼリー
シャリアピン・ステーキ、ポテトと茸の
ソテー、ガーリックとオニオンのジュ
パイナップルとベルガモットオレンジのタルト
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

先々週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
２月２４日日曜日、シェラトン都大阪ホテルにお
きまして米山奨学生修了者歓送会が行われ田さ
んと福原カウンセラーが出席なされました。今
後、田さんは日本と中国の架け橋の役割をしてい
ただけると期待しております。
２月２６日火曜日、市の青年功績賞授与式が信太
山の野外活動センターで行われました。２７名の
卒業者に青年功績賞を授与させていただきまし
た。ご出席いただいたロータリーメンバーは、会
長・幹事始め中村会長エレクト、御木青少年奉仕
委員長、髙橋社会奉仕委員長、仲西会員の６名の
参加でした。大学の４年間夏休みも冬休みも野外

活動センターで子供たちへのボランティアをさ
れている素晴らしい若者とふれあい、この２７名
には頭が下がる思いでした。また、圧倒的に女子
が多いのにも驚かされます。来年はぜひご参加く
ださいますようにお願い致します。
本日夕方より大阪天満宮亀の池におきまして観
梅の会が行われます。大阪大手前ロータリークラ
ブ、大阪中之島ロータリークラブの方も参加され
ます。和田八のてんぷら、おでん、駿河屋のぜん
ざいなどがふるまわれますのでふるってご参加
ください。
少し先になりますが、４月２５日の例会日が平成
最後の例会日となりますので、平成最後の例会を
大阪天満宮での移動例会にする計画をしており
ます。詳細が決まりましたら皆様にお知らせさせ
ていただきます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 3・4月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
②「春のRYLAセミナー」
のご案内を本日お配りし
ております。
③「2019-20年度のための地区研修・協議会のご
案内」を関係各位にお配りしております。ご欠
席の方は幹事エレクトまでご連絡下さい。

☆☆ 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

３名
１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
30名(45名)
19名
15名

④ＩＭ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本日中に事務局までお願
いいたします。
⑤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。
⑥№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。
⑦三世代クラブ有志一同懇親会の出欠のご返事
を本日中に事務局までお願いいたします
⑧本日「大阪天満宮観梅」が開催されます。ご参
加の方はよろしくお願いいたします。
⑨次週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。
⑩次々週例会終了後「第4回被選理事会」を開催
致します。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。
⑪本日例会終了後 3月度定例理事会を4Ｆ「銀扇
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。

☆☆

３月度理事会決定事項

☆☆

・第２回ガバナー補佐訪問は懇談会も含め第１回
と同様に進める。
・次年度運営の為会員増強に関するアンケートを
次回例会で配布し４月４日を締切として回収す
る。
・アフターインフォメーションに関して入会５年
未満を対象として次年度纏めてする。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
髙橋 俊起
折角黒田さんが来られてますのに早退で申し訳
ありません。
木川 武利
本日は拙い卓話に少しお付き合い下さいませ。
石田 道夫
石田さん 本日の卓話楽しみにしています。裏
話もよろしく。
中村 修
本日の卓話楽しみです。本当の話をして下さ
い。
井戸 幹雄
石田さんの卓話楽しみ。頑張って！ 大矢 平治
石田さん 本日の卓話とてもとても楽しみです
ガンバッテ下さい。
川原 和彦
石田会員 本日の格調高い卓話を期待していま
す。ガンバレガンバレ石田！！
中川 政照
石田会員の卓話楽しみです。
山本 喬一
石田会員 経験豊富なお話楽しみにしておりま
す！
永田 秀次

）内は会員総数を基準とした値

2月28日の出席率
66.67％
４週間前（2月8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
2名（欠席者 10名)
卓話楽しみにしております。
寺杣 晃一
石田さん本日は勉強させて頂きます 西原 潔
平成31年2月28日

合計金

44,000円

累計金 1,861,400円

☆☆ 先々週（2 月 28 日）の卓話 ☆☆
「私のロータリー国際大会四方山話」
石田 道夫会員
今年の国際大会はドイツのハンブルグで6月
に開催され、来年はハワイ、再来年は台北
です。そこで私が参加した大会の思い出話
を写真と共に雰囲気、景色、メンバー等を
見て頂こうと思います。
初めての参加は2006年6月（郡会長年度）に
スウェーデンのマルモとデンマークとの間
に橋が完成した事を記念して開催されたコ
ペンハーゲン大会でした。
（会員を氏と記載させて頂きます。）ご一
緒したのは故三好三郎丸氏・大矢平治氏・
川原和彦氏・郡悦清氏と私の5名。デンマー
クからフインランド、スウェーデン、ノル
ウェーへの旅でした。
2度目は2013年6月（川原会長年度）ポルト
ガルのリスボン大会。井戸幹雄氏・衣斐孝
雄 氏・橋 本 守 之 氏・溝 手 悟 氏・川 原 和 彦
氏・中川政照氏・郡悦清氏と私の8名。ポル
トガルからモロッコへの旅でした。
3度目は2014年5月～6月（在本会長年度）
オーストラリアのシドニー大会。橋本守之
氏・溝手悟氏・川原和彦氏・成松正和氏・
在本茂氏・山本喬一氏・中野格氏・山田雅
則氏・寺杣晃一氏と私の10名。ケインズ経
由でシドニーからゴールドコーストへの旅
でした。
4度目は昨年2018年6月（橋本会長年度）カ
ナダのトロント大会。橋本守之氏・川原和
彦氏・郡悦清氏・山本喬一氏・寺杣晃一氏
と私の6名。トロントからカルガリー、バン
フの旅。久しぶりに写真を見てみると、そ
の時の色々な出来事等が走馬灯の如く思い
出されました。懐かしく楽しかった仲間た
ちとの時間、本当に貴重な体験をさせて頂
いたと感謝致しております。生意気なよう
ですが未だ参加されたことのない方は是非
一度は参加されることをお薦め致します。

－－ 「信太山青少年野外活動センター」
青年功績賞授与式 －－

－－ 台北陽明ＲＣ創立 42 周年記念式典－－

2月26日（火）午前10時から、信太山青少年野
外活動センターに於いて大阪市青少年ボラン
ティアスタッフの卒業式が開催されました。髙
田会長、田邉幹事をはじめ総勢6名の方に出席
いただきました。今回は27名の方に功績を称
え、賞状と記念品を贈呈しました。今回から式
典のみの参加となりましたが、卒業生の皆さん
の涙する姿を見て本事業の大切さを改めて実感
しました。最後になりましたが、お忙しい中ご
参加いただきました皆様には厚く御礼申し上ま
す。
青少年奉仕委員長 御木 威
3月7日（木）・8日（金）から10日（日）まで、
2班に分かれて出発し姉妹クラブの台北陽明
ロータリークラブを訪問いたしました。当方か
らはメンバー17名メンバー夫人1名ＲＡＣ3名の
21名の参加でした。滞在期間中は毎日、しとしと
雨が降り続き、やや肌寒い例年にはない天候で
した。ウエルカムパーティ・市内観光・記念式典
とタイトなスケジュールをこなしながら陽明メ
ンバーとともに楽しくエネルギッシュに交流が
できました。ご参加いただいたメンバーのご協
力に御礼申し上げます。
国際奉仕委員会

－－観梅の会－－

－－ 大阪そねざきＲＣ創立 25 周年記念式典－－

3月6日（水）大阪そねざきロータリークラブ創
立25周年記念式典に髙田会長と田邉が出席して
参りました。女性会員が仕切るという我がクラ
ブでは感じる事が出来ない雰囲気の中、2650地区
元ガバナーでもある千玄室大宗匠の講演を聞か
せて頂きました。

平成31年2月28日（木）毎年恒例の観梅の会が、大
阪天満宮にて行われました。今回も、大手前RC、
中之島RCにお声掛けさせて頂き、大手前RCからは
岡田会長含め2名、中之島RCからは西田会長はじ
め10名もの方にご参加頂きました。当クラブから
も、会長、幹事は勿論の事、総勢29名の参加があ
り、米山奨学生田園さん、元米山奨学生馮茜夫妻
を含め総勢は50名以上になりました。16時ごろか
ら盆梅展を鑑賞し、17時からは亀の池のほとりの
星合茶寮にて満開の梅の花のもと楽しい宴が開
催されました。中村会長ｴﾚｸﾄ、寺井会員、中之島

