
先週２８日に№５,６,７のテーブル情報集会が

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」で行われました。髙松会員始め１

９名という大勢の方が参加され、絶品のイタリア

ンをコースで頂きました。健康や終活の話題で盛

り上がりました。ベテラン会員と若手会員のいい

交流になりました。テーブルマスターの西浦会

員、小寺会員有難うございました。 

２９日（金）帝国ホテルで３世代クラブ合同懇親

会が、大阪大手前ロータリークラブのホストで行

われました。天満橋ロータリークラブは９名と事

務局１名の参加でした。お互いのクラブの状況を

忌憚なく意見交換をすることが出来ました。６月

１３日（木）には、大阪中之島ロータリークラブ

のホストで再度三世代クラブ合同懇親会を行う

予定です。次年度のＩＭ第６組のロータリーデー

のホストは大阪中之島ロータリークラブですし、

次年度のガバナー補佐は大阪中之島ロータリー

クラブの北村様です。次年度の理事役員を中心に

ご参加をお願い致します。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「ロータリーの友」をお配りしております。併

せて4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。 

☆☆ ４月度の在籍表彰 ☆☆ 

  25ヵ年  在本 茂   25ヵ年 福原 哲晃    

  25ヵ年 中川 政照   24ヵ年 大矢 平治   

  23ヵ年 髙田 肇      5ヵ年 平尾 彰彦 

   ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは。 

私の年度も最終の第４クールが本日からスター

トしました。気を引き締めていきたいと思いま

す。 

新元号が発表されました。令和（れいわ）です。

この元号を予想された方はほとんどいなかった

のではないでしょうか。来月１日午前０時より、

令和元年がスタートします。 

世間では新年度が始まり、みんなの顔が華やいで

おります。桜もそれをお祝いするように満開で

す。 

この４月１日から田さんに代わりまして、インド

ネシア国籍のサリム・ロニー・クリスティアディ

さん２５歳、男性、大阪工業大学の修士課程（化

学、環境、生命工学を専攻）に通われる方を、米

山奨学生として当クラブが受け入れることとな

りました。当クラブにクラブ委嘱状と中島カウン

セラーにカウンセラー委嘱状が届いております。

後程お渡しさせていただきます。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2467回） 

２）ソング  四つのテスト 

３）卓 話 「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 

   次週（４月１８日）のお知らせ 

１）例 会 （2468回） 

２）ソング  友と呼べるのは 

３）卓 話 「相続対策と相続税対策の違い」 

              箕村 保会員 

４）第5回被選理事会 
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② 大阪天満宮での移動例会のご案内を本日お配

りしております。出欠のご返事を事務局まで

お願いいたします。 

③ 「新年度名簿作成についてのご訂正お願い」

を本日お配りしております。次年度ロスター

の原稿になりますので必ずご確認をお願いい

たします。なお、ご訂正のない場合もOKとご記

入のうえ必ずご提出をお願いいたします。 

④ 「2019-20年度 理事・役員・委員会一覧」を本

日お配りしております。 

⑤ 次年度理事・役員・委員長に「2019-20年度活動

計画書提出」のお願いをさせて頂いておりま

す。4月25日（木）までに必ずご提出お願いい

たします。 

⑥ 三世代クラブ有志合同懇親会のご案内を本日

お配りしております。 

⑦ 「会員増強に関するアンケート」を本日中に

事務局までご提出をお願いいたします。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

当社も4月8日で創立50年です。後少し頑張らせ

てもらいます。 髙田 肇 

自からおたんじょうおめでとうございます。 

 西井 幾雄 

先日、川本先輩に大変御世話になり有りがとう

御座いました。 衣斐 孝雄 

永田さん本日の卓話楽しみにしています。 

 中村 修 

永田先輩、笑いと涙と感動期待してます！ 

 田邉 三郎 

本日卓話よろしくお願い致します。 永田 秀次 

永田さん、本日の卓話楽しみです。今後とも

しっかり頑張って下さい。 坂本 一民 

永田ＳＡＡの卓話楽しみです 在本 茂 

永田さん、本日の卓話ガンバッテ下さい。あな

たの天職は何ですか？ 川原 和彦 

永田秀次会員、本日の卓話「私の天職」を楽し

みにしています！ 中川 政照 

永田会員、卓話楽しみにしています。 

 中村 健輔 

永田会員、卓話頑張って！ 石田 道夫 

永田さん、楽しい卓話を楽しみにしています。 

 山本 喬一 

永田さん、卓話楽しみにしております。 

 末澤 正大 

永田先輩、本日の卓話楽しみです！ 仲西 良浩 

永田さん、卓話楽しみです。 坂東 信幸 

永田さん、本日卓話楽しみです。 吉村 圭太     

平成31年4月4日  合計金   69,000円 

          累計金 2,158,400円 

☆☆ 先週（４月４日）の卓話 ☆☆ 

「私の天職」 

永田 秀次会員 

天職を調べると「天から授かった職業」、「天性

に合った職業」、「その人の性質、能力にふさわ

しい職業」とあります。天職を見つけることがで

き、その目標に向かって進むことができれば最高

の“職業奉仕”ができるのではないでしょうか。

私の天職は昭和25年創業の菓子食品卸売業です。

各メーカー様から商品を仕入れ、お得意先は工場

やオフィス、大学などの福利厚生を目的とされる

職域売店です。私の父が創業者ですが、昭和30年

代和歌山から紡績工場の売店にお菓子を卸して

いました。当時紡績工場には食べるのとしゃべる

のが大好きな女工さんが沢山おり、お菓子がすご

く売れました。その時売店の運営もお願いできな

いかとのお話をいただき、直営で職域売店をする

ことになりました。現在45店舗を運営しておりま

す。もう一社は各企業様の販売促進商品、別注品

の企画製造をしております。例えば神社の授与品

（おさがり）、献血記念品、新聞整理袋、レジ袋、

LEDタッチボールペン等皆様の身近にある商品も

たくさん製造しております。最後に昨年の卓話で

お話ししました日本語学校をしており、先週ベト

ナムから80名の学生が入国しました。4月5日が入

学式です。最近阿倍野区に外国人が多くなったと

耳にしますが多分我が校の生徒のことだと思い

ます。決してわが社の宣伝ではありません。あり

がとうございました。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

花豆腐 旨出し汁 山葵 
キャベツ 鰆 博多蒸し クコの実 振り柚子 

ローストビーフ 照り焼きソース掛け  
玉葱 アスパラガス 人参 粉山椒 

筍御飯 蜆汁 香の物 
桜餅 

コーヒー又は、紅茶 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ３名 会員総数 49名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 36名(45名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 19名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席  9名 

4月4日の出席率 80.00％ 

６週間前（2月28日）の 

メークアップを含む出席率 80.43％ 

メークアップ実施会員     6名（欠席者15名) 


