－－三世代クラブ有志合同懇親会－－

6月13日（木）18：00より
三世代合同懇親会が大
阪倶楽部で行われまし
た。各クラブ新旧の理事
役員も交じり今年度の
話、次年度に向けた話で
大変盛り上がりました。
共通の課題を話し合っ
たり、各クラブ特有の課
題を共有できる素晴らしい時間である事を参加
者皆さんが再確認されてました。

OSAKA-TEMMABASHI

クラブ奉仕（Club Service）
ロータリーの第1奉仕部門。ロータリア
ンが、クラブを円滑に機能させるために、
クラブ内で講じる措置に関するもの（『手
続要覧2004年』P264）です。出席、職業分
類、クラブ会報、親睦活動、雑誌、会員選
考、会員増強、プログラム、広報、ロータ
リー情報などがあります。
例会に始まるロータリーの会合への出
席奨励、会員の職業分類の整備、クラブ会
報刊行、親睦事業や例会のプログラム設
定、ロータリーの雑誌についての案内、会
員増強、ロータリーを一般に広報するこ
と、ロータリー情報の指導者として、など、
クラブの運営にかかわるものを指します。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
７月第１例会のお知らせ
日 時：７月１０日（水）19:30～20:50
内 容：「所信表明」
（担当：理事会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 8,000円
登録先：幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：７月６日（金）
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事務局 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1100号 大阪駅前第1ﾋﾞル11階
例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪 ４F
会 長 髙田 肇
幹 事 田邉 三郎
ｿﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・広報委員長 平尾 彰彦
事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111
E-mail:temma-rc@temmabashi-rc.com
http://temmabashi-rc.com

日 時：７月１７日（水）19:30～21:00
内 容：「ネパールの奉仕事業紹介」
（担当：国際奉仕委員会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：７月１５日（月）

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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ロータリー親睦活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2475回）
ふじの山
「 会 長 挨 拶 」
髙田

肇 会長

４）７月度定例理事会（新旧合同）

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
７月第２例会のお知らせ

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
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『すべての会員皆様に感謝を込めて』

ふじの山

不詳

作詞 巌 谷 小 波
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会長
髙田 肇
大阪天満橋ロータリークラブの５１年度を終え
るにあたり、挨拶を申し上げます。
私のような人望もなく、細々と仕事をしている浅
学非才な者が、伝統ある大阪天満橋ロータリーク
ラブの会長を務めあげる事ができましたのも、理
事、
役員の皆様、
諸先輩方のご指導、
ご協力があっ
たからこそでございます。
特に、川原副会長、田邉幹事には重ねてお礼申し
上げます。
今年度、ＲＩ会長 バリー・ラシン氏の「ＢＥ Ｔ
ＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」（インスピレー
ションになろう。
）
奉仕をする意欲を引き出そう。
という私なりの解釈のもと、当クラブの活動テー
マは「輪と和」にし、２つを融合した奉仕に努め
ました。ＲＩ２６６０地区 山本ガバナーは、ポリ
オ撲滅を最優先課題にあげられました。
当クラブは、昨年５０周年を終え、本年は新生元
年という気持ちでスタート致しました。それは、

次々週（７月４日）のお知らせ
１）例 会 （2476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 「会長・副会長・幹事・
理事・役員就任挨拶」
中村 修会長 ほか
クラブの環境も変わり、過去に囚われる事無く、
守るべき所は守りながら現在の状況に合うよう
に変革して行こうということです。１つ目は、世
代交代を促し、アクティブで入会の浅い方に理
事、役員になってもらい、幹事、会長を目指して
もらうこと。２つ目は、財政を健全化し、より質
の高い奉仕を行うこと。３つ目は、世代間格差を
縮め、家族で楽しく参加できるロータリークラブ
にし、退会を防止するということでした。少しは
変えれたと思っておりますが、満足のいく結果で
は無かったことはご容赦頂きたいと思います。
本年度も、８月の山本ガバナー公式訪問に始ま
り、９月の大阪府青年功績賞授与式では３４名の
卒業生に賞状と記念品を渡し、１０月は、職業奉
仕賞授与式を執り行い、秋の家族会では落語を間
近で観劇しました。１２月には、クリスマス家族
会を在本会員のエレキバンドと宝塚のレビュー
で華やかに開催しました。１２月１２日には第１
回献血事業を行いました。１２月１５日は三世代
合同社会奉仕事業として、大手前ロータリークラ
ブのホストで大手前整肢学園でクリスマス会を
行いました。２月には、大阪市青年功績賞授与式
で２７名の卒業生に賞状と記念品を渡し、彼らの
将来を勇気付けました。３月には、台湾台北ヤン
ミンロータリークラブの４２周年記念式典に
ロータリー１９名、ラック２名、短期交換留学生
１名という大勢でお祝いにかけつけ、ヤンミン

☆☆ 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
２名
０名
０名

会員総数
49名
会員出席
37名(42名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
5名

ロータリークラブのロイヤー会長以下の会員か
ら盛大な歓迎を受けました。４月には、春の家族
会を晴天の中 琵琶湖クルーズを楽しみました。
また平成最後の例会は大阪天満宮で執り行い、寺
井名誉宮司に卓話をしていただきました。５月に
は、児童院でバーベキュー大会を行い、ビンゴ
ゲームと合わせて、子供達の笑い声が絶えません
でした。５月１１日には、大阪大手前ＲＣのホス
トでロータリーデーを行い「２０４０年の超高齢
少子社会に向けての医療、介護」と題してシンポ
ジウムをしました。６月１日～５日のドイツ ハ
ンブルク国際大会に７名の参加がありました。６
月５日には第２回献血事業を行いました。
これらすべて、
重要な事業であり、
皆様を励まし、
勇気付けることができ、これぞ奉仕ということを
実感致しました。各担当委員長のご苦労に感謝致
します。
また、会員増強につきましては、６月１３日の時
点で２名の退会と、１１月には金田会員の急逝が
ございました。故 小寺パスト会長の息子さんと、
故 二宮パスト会長の息子さんが入会されました
が、ご逝去を除きますとプラス、マイナス０であ
りました。純増に至らなかったのは、私の力不足
で申し訳なく思っております。
今後のロータリークラブの運営に危機感を抱い
た事は事実でありますが、この素晴らしい仲間と
諸先輩方といつまでも奉仕活動をしていきたい
と改めて思い知らされた一年でありました。
そして、一年間例会を欠席する事なく出席できま
した健康にも感謝です。
最後になりましたが、会員皆様全員、そして足立
さんはじめ事務局の皆様にも感謝を申し上げ、５
１年度を終えるにあたっての挨拶とさせていた
だきます。
ありがとうございました。
「ありがとうございました！」
幹事 田邉 三郎
次の50年のスタートという大事な年度の幹事と
いう大変な大役を頂き、様々な勉強をさせて頂き
ました。
役割の半分も果たせたとは思っていませんが、髙
田会長、川原副会長はじめ会員の皆様、また事務
局の足立さんに支えられての一年に感謝しかあ
りません。本当にありがとうございました。

）内は会員総数を基準とした値

6月13日の出席率
88.10％
4週間前（5月16日）の
メークアップを含む出席率 91.30％
メークアップ実施会員
3名（欠席者 7名)

☆☆ 2018-19 年度 年間皆出席表彰 ☆☆
ホームクラブ１年間皆出席
中川 政照

髙松 貞彦

寺杣 晃一

梅本 知秀

髙田 肇

メークアップを含む１年間皆出席
橋本 守之

平尾 彰彦

石田 道夫

永田 秀次

中島 清治

中村 健輔

中村

仲西 良浩

大矢 平治

髙橋 俊起

田邉 三郎

修

坂本 一民

（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆様こんにちは。
本日は北村ガバナー補佐エレクトをお迎えいた
しまして新旧合同クラブ協議会です。北村ガバ
ナー補佐エレクトようこそご訪問いただきまし
た。
また、本日はＩＭ第６組の大阪天王寺ロータリー
クラブ様より、阪会長、松本幹事にお越しいただ
きました。本年度色々な会合で同じテーブルにな
り親しくなり、天満橋ロータリークラブにメーク
アップに行きますとの事でお越しいただきまし
た。大変感謝いたしております。
ハンブルグでのロータリー国際大会に参加され
ました、川原副会長、郡パスト会長、石田パスト
会長、梅本国際奉仕委員長、北村委員、寺杣前幹
事お疲れ様でした。無事帰国を嬉しく思います。
６月１１日（火）第４回髙田会長杯ゴルフコンペ
が関西ゴルフクラブで行われ、小寺会員が当たり
前のように優勝されました。ご健康が回復された
証だと思います。私は優勝よりもそちらの方が嬉
しく思います。
６月１１日（火）大阪ヒルトンホテルで行われま
した、大阪西北ロータリークラブの５０周年記念
式典・祝宴に田邉幹事と出席致しました。桂小文
枝の落語や浅野ゆう子の歌があり華やかな周年
事業でした。今年度は、大阪天王寺ロータリーク
ラブ様をはじめ４件の周年事業がありました。そ
れぞれ個性があり楽しい周年事業でした。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日13：00～当例会場において
「クラブ協議会
（新旧合同）」を開催いたします。会員各位の
多数のご参加をお願いいたします。クラブ協
議会資料は全会員ポストに配布させて頂いて
おります。なお、報告書を事前にご提出頂きま
した本年度各委員長へはテーブルに配布して
おりますのでご確認のうえ、加筆・訂正がござ
いましたら事務局までお申しで下さい。
②新旧理事・役員・委員長懇親会のご案内を本日
お配りしております。
③三世代クラブ有志合同懇親会が本日18：00か
ら大阪倶楽部 2階にて開催されます。関係各
位よろしくお願いいたします。
④次週例会終了後7月度定例理事会（新旧合同）
が開催されます。本日ご案内をお配りしてい
ますので関係各位よろしくお願いいたしま
す。
⑤次週6月20日が最終例会となります。
次々週6月
27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いただきます。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

ハンブルグ世界大会元気に行って参りました。
とても有意義な大会でした。
川原 和彦・ 郡 悦清・石田 道夫
梅本 知秀・北村 修久・寺杣 晃一
世界大会 委員長、参加の皆様には大変お世話
になりました。
寺杣 晃一
第4回髙田杯、優勝させて頂きありがとうござ
ました。
小寺 寿矢
第4回髙田杯ゴルフ楽しく参加させて頂きあり
がとうございました。
末澤 正大
令和元年6月13日

合計金

77,000円

累計金 2,625,400円

☆☆ クラブ協議会（新旧合同）☆☆

敬称を略す

北村ガバナー補佐エレクトを歓迎致します。
髙田 肇
北村ガバナー補佐エレクトのご来訪ありがとう
ございます。
中村 修
北村ガバナー補佐エレクト 本日のご来訪あり
がとうございます。
川原 和彦
当クラブの50周年記念式典には髙田会長、田邉
幹事にお越しいただき錦上花を添えていただき
ました。ありがとうございました。
大阪天王寺ロータリークラブ
阪 広久 会長
松本 隆司 幹事
大阪天王寺ロータリークラブ 阪会長、松本幹
事ようこそお越しいただきました。歓迎致しま
す。
髙田 肇
大阪天王寺ロータリークラブ 阪会長、松本幹
事 ようこそおこし下さいました！ 田邉 三郎
42ヵ年の在籍表彰を自祝して
坂本 一民
41ヵ年在籍自祝
髙松 貞彦
在籍表彰自祝
衣斐 孝雄
髙田会長年度最終月の結婚記念日の美しいお花
を頂き有難うございました。
西浦 司
お花ありがとうございます
阪本 宗久
衣斐孝雄会員 39ヵ年在籍おめでとうございま
す。
中川 政照
ハンブルグ世界大会にご参加いただきました。
メンバーに感謝いたします。 国際奉仕委員会

6月13日（木）13：00から新旧合同のクラブ協議
会が開催されました。北村 讓ガバナー補佐エレ
クトにもご出席頂き、2018-19年度各委員会の活
動報告の発表と2019-20年度委員長への引継ぎが
行われました。

