青少年奉仕（Youth Service）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪

■青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉
仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェ
クトへの参加、世界平和と異文化の理解を
深め育む交換プログラムを通じて、青少年
ならびに若者によって、好ましい変化がも
たらされることを認識するものである（標
準クラブ定款第5条）。
若い人々の多様なニーズを認識しつつ、
よりよき未来をもたらすために彼らの生
活力を高めることによって、若い人々に将
来への準備をさせることは、各ロータリア
ンの責務である。すべてのクラブと地区
は、新世代の基本的ニーズ（健康、人間の
価値、教育、自己開発）を支援するプロジェ
クトを立ち上げるよう奨励されている
（ロータリー章典8.060.）。
■国際ロータリーは、ロータリーの活動に
参加するすべての青少年のために安全な
環境をつくり、これを維持するよう努め
る。
ロータリアン、その配偶者、その他のボ
ランティアは、接する児童および青少年の
安全を考え、肉体的、性的、あるいは精神
的な虐待から身の安全を守るため、最善を
尽 く す 責 任 が あ る（ロ ー タ リ ー 章 典
2.110.1.）。

５月第２例会のお知らせ
日 時：5月14日（火）19時30分～21時00分
（5月15日より移動）
内 容：国際ロータリー第３４５０地区
香港中国語大学ローターアクトクラ
ブとの交流例会 「Welcome Party」
このたび、当地区に国際ロータリー第3450地区
香港中国語大学ローターアクトクラブが5/14～
5/20（7日間）滞在することになりました。
国際理解を深めることができる絶好の機会で
あると捉え、大阪天満橋RAC・茨木RAC・大阪東
RACの3クラブを担当クラブとして受け入れを実
施する運びとなりました。
つきましては、大阪天満橋RACは交流初日の
『Welcome Party』を担当させていただきま
す。
場 所：隠れ家ダイニング たんと 心斎橋店
大阪市中央区東心斎橋1-6-29
登録料： RC 4,000円
登録締切：5月12日(日)
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org
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青 少 年 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2470回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話
青少年奉仕月間記念卓話
「ローターアクトについて」
地区ローターアクト委員会
中島 清治 委員長
元大阪天満橋ロータアクトクラブメンバー
山田 竜輔 様
青少年奉仕委員会

☆☆ ５月度のお誕生日 ☆☆

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
和風茸スープ、生姜風味
チキン南蛮、ポテトサラダ、トマト、胡瓜、
レタスシフォナード、タルタルソース
アプリコットコンポート、クランベリーゼリー添え
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

2018-2019年度RIテーマ

31日 小寺 寿矢

☆☆

５月度の在籍表彰

☆☆

47ヵ年 寺井 種伯
（以上敬称略）

＊＊

先 々 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

皆様こんにちは。
本日は、平成最後の記念例会です。この記念すべ
き例会を大阪天満宮会館で行うことができます
のも、大阪天満橋ロータリークラブならではでご
ざいます。大阪天満宮のご厚意で毎年２月末に天
満宮亀の池で観梅の会を行っており、その際梅の
木を寄贈させていただいております。今年はその
梅の木になりました梅で梅干を作って頂き「天満
宮の恵」として大半の会員に配らせていただきま
した。大変ありがたくいただきました。そして本
日の卓話として大阪天満宮の寺井名誉宮司より
「天満あれこれ」と題しまして後ほどお話しして
いただきます。ご静聴を宜しくお願い致します。
また、この例会を設営して頂きました永田ＳＡＡ
はじめ関係者各位にお礼申し上げます。
４月２０日（土）春の家族会を琵琶湖にてミシガ

次週（５月１６日）のお知らせ
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

（2471回）
我等の生業
「太平洋戦争の大嘘」
中川

政照会員

４）ガバナー補佐エレクト訪問懇談会

ンクルーズで楽しみました。天気・気候が最高の
中３２名の方が参加して頂きました。料理もおい
しく量もたっぷりありました。子供さんにはお菓
子のお楽しみ袋のプレゼントがあり、全員には近
江牛のしぐれ煮をお土産として頂きました。親睦
活動委員会の皆様ありがとうございました。
さて、いよいよ４月３０日に今上天皇が退位をな
さい、５月１日に皇太子の即位の礼があります。
それに伴い１０連休が明後日からスタート致し
ます。皆様どのようにお過ごしされますでしょう
か。有意義な１０連休をお過ごしください。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①次年度年次計画書原稿 は本日4月25日（木）が
締め切りですので事務局までご提出お願いい
たします。
②「新年度ロスターの原稿」、訂正のある方は本
日4月25日（木）が締め切りですので事務局ま
で早急にご提出をお願いします。ご提出の無
い場合は本年度同様の内容で掲載させて頂き
ますのでご了承をお願いいたします。
③大阪市立児童院の社会奉仕事業への出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
④三世代クラブ有志合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。

☆☆ 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

０名
０名
０名
０名

会員総数
49名
会員出席
40名(46名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
6名

⑤NO.4・5・6テーブル情報集会が本日18：00から
ヒルトンホテル2階「CENTRUM」にて開催されま
す。関係各位よろしくお願いいたします。
⑥次週5月2日は定款により休会とさせて頂きま
す。
⑦本日例会終了後 5月度定例理事会が開催され
ます。関係各位よろしくお願いいたします

）内は会員総数を基準とした値

4月25日の出席率
86.96％
５週間前（4月4日）の
メークアップを含む出席率 84.44％
メークアップ実施会員
2名（欠席者9名)

☆☆ 平成最後の記念例会 ☆☆
4月25日（木）は大阪天満宮会館にて平成最後
の記念例会が開催されました。当日は「天満あれ
これ」と題しまして、大阪天満宮 名誉宮司の寺
井会員に天満界隈について卓話して頂きまし
た。

☆☆ ５月度理事会決定事項 ☆☆
・国際大会参加者は6月6日の例会は出席扱いとす
る。
・春の家族会の決算 承認
・タイの浄水器事業再取り組み 承認
・児童院BBQ内容 承認
・溝手会員の退会 6月末付けで承認
・クールビズ期間変更5月1日～10月31日で承認

☆☆ に こ に こ箱 ☆☆

敬称を略す

平素の失礼をおわびして。結婚60年を自祝し
て。今日在るを感謝して
寺井 種伯
平成最後の記念例会を祝して
髙田 肇
中川会員より「天満宮の恵」を頂きおいしくい
ただいております
坂本 一民
寺井名誉宮司様のお話楽しみです。 橋本 守之
平成最後の記念例会を祝して！
中川 政照
平成最後の記念例会を祝して！
福原 哲晃
寺井名誉宮司様の卓話楽しみです。 石田 道夫
共に歩んだ平成 感謝と希望を令和へ 川原 和彦
平成最後の記念例会 寺井名誉宮司の卓話楽し
みです。
山本 喬一
平成最終の記念例会に参加できた事に感謝
永田 秀次
平成最後の記念例会！寺井名誉宮司のお話、あ
りがたく拝聴させて頂きます。
田邉 三郎
平成最後の記念例会寺井名誉宮司のお話を楽し
みに
寺杣 晃一
寺井名誉宮司様本日の卓話楽しみにしておりま
す。
末澤 正大
5.6.7の情報集会に欠席をお詫びして 又、結構
ないいお写真をたくさんいただき有難うござい
ました。
坂本 一民
春の家族会ご参加の皆様有難うございました。
親睦活動委員会
平成31年4月25日

合計金

101,000円

累計金 2,394,400円

－－No.4・5・6テーブル情報集会－－

４月２５日１８時よりＮＯ．４．５．６テーブ
ル情報集会をヒルトンホテル ２階「セントラ
ム」で開催しました。髙田会長、中村会長エレク
ト、田邉幹事にご参加いただき、各テーブルの参
加者は木川、南川、箕村、永田、西浦、御木、大
矢、末澤、髙橋、髙松各会員並びに、テーブルマ
スターの石田、中川、西井総勢16名の参加となり
ました。ヒルトンホテルの２階が改装され新た
に入った「セントラム」での会食でした。中川さ
んの紹介なので会費に比べ、サービスと料理の
質は高く、特に肉は美味しく頂きました。この店

のコンセプトは「関西には昔から旬の味覚を味
わう習慣があります。産地や生産者をリスペク
トし、わざわざ出向くことも少なくありません。
淡路の鱧、丹波の松茸、日本海の蟹といった食材
から、四季折々の地の野菜にも特別な愛着があ
ります」と書かれています。出てきた料理の品数
は少なかったですが、一つ一つは厳選されてい
ました。
私の隣に座られて西浦さんは「中国人の骨董
品の爆買いはすっかり消えた。中国からのアメ
リカに対する輸出規制が影響している」隣の中
川さん「商品の関係で保険会社には多くの掛け
金を払っている。保険会社もその辺を心がけて
おり、車が盗難した時に配慮してくれた」
最後に次期会長の中村さんから「平成の情報
集会はこれで終ります。年号が令和と変ります
が、皆さん仲良く令和になっても情報集会に参
加して下さい」と結びの挨拶があり、参加者全員
集合写真を撮り、２０時に解散しました。
ＮＯ．４テーブルマスター 石田 道夫
ＮＯ．５テーブルマスター 中川 政照
ＮＯ．６テーブルマスター 西井 幾雄

