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2018-2019年度RIテーマ

（幹事）

＜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

◎テーブルマスター

○サブマスター

ＡＰＲＩＬ

（ 敬称略 ）

４

２０１９

ＮＯ．２４６６

母 子 の 健 康 月 間
テーブル
Ｎｏ．

Ｎｏ．１

会

員

名

ゲスト・川原・中村（修）・中島・髙松
（副会長）（会長エレクト）

（幹事エレクト）

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

４）卓

話

君が代・奉仕の理想
「私の天職」
永田

Ｎｏ．２

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2466回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング

秀次会員

◎梅本・○寺杣・山本（喬）・橋本・山本（邦)・平尾・井戸

9日 箕村 保
14日 西井 幾雄

11日 平尾 彰彦
（以上敬称略）

＊＊

Ｎｏ．４

◎石田・○鍬田・髙橋・重里・末澤・溝手・安田・小寺

Ｎｏ．５

◎中川・○大矢・川本・坂本（一）・衣斐・南川・御木

Ｎｏ．６

◎西井・○箕村・阪本（宗）・木川・西浦・勝見・永田

Ｎｏ．７

（2467回）
四つのテスト
「就任３年目のトランプ大統領と
アメリカの展望」
神戸大学大学院 法学研究科
教授 簑原 俊洋 様
南川 和茂会員紹介

◎吉村・○荒木・在本・寺井・坂東・柳澤・福原
☆☆ ４月度のお誕生日 ☆☆

Ｎｏ．３

次週（４月１１日）のお知らせ

◎二宮・○中村（健）・西原・仲西・北村・郡・森本

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
本日で今年度も４分の３が終わりますが、これか
らがスタートと思い気を引き締めていきたいと
思いますので宜しくお願い致します。
イチロー選手が２１日に引退を致しました。４５
歳までメジャーリーグの1軍でいられるというの
は凄いことだと思います。メジャーの1シーズン
最多安打を作った２９才の時のフィジカルはい
かほどであったか驚かされます。神戸に縁のある
選手なので寂しく思います。
３月１３日（水）世界ラックデーが開催されまし
た。スポーツゴミ拾いを行い、天満橋ラックはゴ
ミの量、歩いた距離、ロータリアンの参加人数等
で優勝しました。中島ローターアクト地区委員
長、仲西ローターアクト地区委員、阪本会員、御
木会員、吉村会員が参加されました。お疲れ様で
ございました。
本日６時よりＮＯ５,６,７の情報集会がリーガ
ロイヤルホテルのイタリアンレストラン「ベラコ

スタ」で開催されます。このリーズナブルな価格
は中川会員のご尽力があったものと思います。楽
しみにしております。
明日２９日（金）は帝国ホテルで三世代クラブ懇
親会が開催されます。天満橋ロータリーの結束力
を見せる為にもご参加をお願い致します。
４月２０日（土）春の家族会が行われます。人数
は最低３０名でお願いしたいと思いますので心
からご参加のほどをお願い致します。ご家族は参
加しやすいようにご招待とさせていただきます
ので宜しくお願い致します。
昨今、やっと春めいてまいりました。来週木曜日
がさくらの満開予想日です。花が咲き乱れる明る
い春をご堪能下さい。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2018-19年度 ロータリーデー」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。
②「モンゴル救急車贈呈式・世界米山学友によ
る 絆inモンゴル」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。
③「会員増強に関するアンケート」のご提出を
事務局までお願いいたします。
④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。
⑤2018－19年度 秋のRYLAセミナー事業報告書
が事務局に届いております。

☆☆ 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

４名
０名
０名
０名

会員総数
49名
会員出席
38名(45名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
7名

⑥№5・6・7テーブル情報集会が本日18：00から
リーガロイヤルホテル アネックス7F「ベラコ
スタ」にて開催されます。関係各位よろしくお
願いいたします。
⑦三世代クラブ有志合同懇親会が明日18：00か
ら帝国ホテル大阪22F「ペガサスの間」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本日例会終了後 4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。

☆☆

４月度理事会決定事項

☆☆

・春の家族会内容(琵琶湖クルーズ)・予算承認
・平成最後の例会内容(天満宮)承認
・台北陽明RC42周年記念式典決算承認
・台北陽明RCより提案のあった乳がん予防検診
プロジェクト承認
・春のライラセミナー参加のRACメンバー登録費
のクラブからの支出承認
・事務局事務処理関連でＳＭＢＣネットバンキ
ング使用承認
・今年度ＧＷの事務局の休みを4/30、5/1、2と
する

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

3月28日の出席率
84.44％
６週間前（2月21日）の
メークアップを含む出席率 77.27％
メークアップ実施会員
0名（欠席者10名)
結婚記念日自祝
荒木 幾夫
結婚記念 自祝
小寺 寿矢
本日の郡さんの卓話ご期待申しております。
髙松 貞彦
郡会員の卓話楽しみです。精一杯頑張って下さ
い。
橋本 守之
郡会員本日卓話楽しみにしています 中村 健輔
郡さんの卓話楽しみです。
大矢 平治
郡会員 本日の卓話を楽しみにハイチョウしま
す。
中川 政照
郡さん 本日の卓話楽しみにしていますよ。
川原 和彦
郡さん 本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
郡会員の卓話楽しみに聞かせて頂きます。
山本 喬一
郡さん 本日の卓話楽しみにしています。
木川 武利
郡さんの卓話楽しみです。
箕村 保
郡さん卓話楽しみです
阪本 宗久
郡会員 先日の台湾では大金獲得おめでとうご
ざいます。また、本日は今期２度目の卓話お引
き受け頂きありがとうございます。楽しみにし
ています。
平尾 彰彦
郡さん 卓話たのしみにしてます。 坂東 信幸
郡さん 本日の卓話勉強させていただきます。
西原 潔
天満宮の梅ありがとう。
西井 幾雄
天満宮の恵を頂き感謝しております。
坂本 一民 井戸 幹雄 衣斐 孝雄 南川 和茂
郡 悦清 中村 健輔 在本 茂 中川 政照
髙田 肇 石田 道夫 西井 幾雄 永田 秀次
田邉 三郎 坂東 信幸 吉村 圭太 阪本 宗久
平成31年3月28日

合計金

141,000円

累計金 2,089,400円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ビーフカレー
ミックスサラダ
フルーツ取り合わせ
コーヒー

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国に捧げん我等の生業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

3月28日木曜日午後6時より、
リーガロイヤルホ
テル「ベラコスタ」にて、No5．6．7のテーブル情
報集会が開催されました。髙田会長はじめ田邉
幹事、
事務局あわせて総勢19名の出席となりまし
た。 髙田会長の挨拶、衣斐会員の乾杯にて始ま
り、中川会員、西浦会員の細やかなご配慮とご尽
力でシェフの特別メニューで本当に美味しい創
作イタリアン料理でした。料理、サービスともに
好評で、参加者皆さんが満足されたご様子でし
た。個室の会場も景色もよく、参加者の皆さんの
恒例の近況報告では老若問わずの健康問題の話
等に大いに盛り上がりました。また髙松会員の
ライセンスケースに入った川上慶子さん（日航
機墜落事故、生存者）の搭乗券のお話は、30数年
を経過した今も心に残るお話を頂戴しました。
最後は、残り少ない今期の抱負と、来期に対する
展望も話され、非常に有意義な会となりました。

3月29日（金）午後6時00分から三世代クラブ有
志合同懇親会が帝国ホテル大阪22階
「ペガサスの
間」にて開催されました。当クラブ、大阪大手前
ＲＣ、
大阪中之島ＲＣ、
33名と事務局3名が集いま
した。大阪大手前RC岡田会長のご挨拶、当クラブ
髙田会長の乾杯のご発声にてスタート。
22階から
の素晴らしい夜景を満喫しながら、おいしいお
酒と中華料理を皆様と楽しみました。最後には
大阪中之島RC西田会長のご挨拶でお開きとなり
ました。各クラブの会員との親睦を深める大変
貴重な時間をすごすことができました。ご参加
頂きました皆様有難うございました。

とわ

「私と仕事とロータリー」
郡 悦清 会員
私は１９９１年１月１０日４２才で入会し、
今年度で２９年目を向かえて居ります。本当に
永く遠くへ来たものだと思って居ります。その
間色々とお役目をさせて頂き、理事・役員一覧表
に名前がありますのは１６回、別の方の名前で
２回、地区で２回の２０回を数えます。全て順風
満帆と云う訳ではありませんでした。最初の幹
事の時には会社が倒産の危機にもなりました。

－－No.５・６・７テーブル情報集会－－

－－三世代クラブ有志合同懇親会－－

永久に栄えよ

☆☆ 先週（3 月 28 日）の卓話 ☆☆

お叱りを頂いたり、有らぬ疑いを掛けられたり
と、色々な事がありました。楽しい事・嬉しい事・
悲しい事・悔しい事・苦しい事など多々ありまし
たが、なぜこんなにも永く続けることが出来た
か、答えは簡単です。自分自身を好きだからだと
思います。折角ロータリーに入れて頂いた以上
は、何かひとつでも身につけ、そして仕事にも従
業員にも役立てたいと思ったからに他なりませ
ん。会社・仕事あってこそのロータリーであり、
ロータリーで例会でいかに学ぶか、いかに体感
するか、そしてそれらをいかに会社で社会で実
践するかだと思っています。飾らず偉ぶらず真
面目に人との交流を計って行けば自ずと何かが
見えてくると思い、走り続けて居ります。

我等のロータリー
ロータリー

５／１１ロータリーデーよろしくお願いします
大手前ＲＣ
岡田 耕平 会長
福井 教男 幹事
春のライラへのご参加よろしくお願い致します
東大阪東ＲＣ
一由 麻里
大手前RC岡田会長ＩＭのピーアール有難うござ
います。
髙田 肇
東大阪東RC一由様 ライラのピーアールご苦労様
です。
髙田 肇
大手前RC会長岡田さん、幹事福井さんご来訪あ
りがとうございます。
中村 修
大手前RC岡田会長ロータリーデーのＰＲ宜しく
御願いします。
田邉 三郎
在籍40年自祝
井戸 幹雄
誕生日＆結婚記念日自祝
永田 秀次
結婚記念日自祝
川本 浩
結婚記念日に色変わりの激しい紫陽花を有難う
ございます。
石田 道夫
結婚記念日自祝
在本 茂
結婚記念日に真っ赤な花をいただきました。
鍬田 充生

）内は会員総数を基準とした値

