☆☆

木槌伝達式

☆☆

OSAKA-TEMMABASHI

メールアドレス・ホームページＵＲＬ
変更のお知らせ

例会終了後、2017～18年度橋本守之会長より
2018～19年度髙田肇会長に木槌が引き継がれま
した。

クラブのメールアドレスとホームページＵＲ
Ｌを下記の通り変更致しました。

Email :temma-rc@temmabashi-rc.com
URL ：http://temmabashi-rc.com
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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

♪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11日（水）19：30～20:45
内 容：所信表明…会員の意気込み報告と
各委員会のターゲット発表
場 所：大阪キャッスルホテル 3F 錦城閣
登録料：8,000円
登録締切：7月8日（日）

7月第2例会のお知らせ
日 時：7月18日（水）19:30～20:45
内 容：日本語教育センター、
卒業生による情報公開…
場 所：大阪キャッスルホテル 3F 錦城閣
登録料：3,000円
登録締切：7月13日（金）

☆☆ 新入会員紹介 ☆☆
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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

４）卓

話

君が代・奉仕の理想
「会長・副会長・幹事・
理事・役員就任挨拶」
髙田

肇会長

ほか

登録先：幹事 松久 曜子
mail：tenmabashi@2660rac.org

職業分類 不動産管理
事 業 所 株式会社小寺不動
所
電
Ｆ
役
推
入

在地
話
ＡＸ
職名
薦者
会日

〒530-0027 大阪市北区堂山町13-4
06-6361-8051
06-6361-6564
代表取締役
橋本 守之・衣斐 孝雄・ 郡 悦清
平成30年7月5日

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ガスパッチョ、アンダルシア風
空豆とスナップピース入りポークメンチカツ、
ミント風味のトマトとパイナップルのサルサ
ライチのクレーム・ブリュレ、
ライム風味のブラックベリー添え
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

次週（７月１２日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2433回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング

ＮＯ．２４３３

『輪と和』

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

会長
髙田 肇
本年度、大阪天満橋ロータリークラブの会長
を務めさせていただきます。浅学非才の私です
し、先輩方が多くいらっしゃる中で、ご推挙頂き
ましたので、私のできる限り 理事、役員の方々
のお力を借り、より良い大阪天満橋ロータリー
クラブになります様に頑張っていく所存でござ
います。 昨年、当クラブは５０周年の式典を無
事終え５１年目を迎えますが、本年度を新生１
年目というお許しを得て、変えるべき所は変え、
残す所は残し、コンパクトで存在感のある大阪
天満橋ロータリークラブを目指したいと思って
おります。 本年度の国際ロータリーのテーマ
は「 BE THE INSPIRATION 」（インスピレーショ
ンになろう。）です。私なりの解釈は「 奉仕を
する意欲を引き出そう 」という事だと思ってお
ります。 また、本年度の国際ロータリー 第2660
地区の 山本 博史ガバナーの地区方針は、
敢えて

（2434回）
四つのテスト
「ロータリー青少年保護と
危機管理」
地区危機管理委員会
副委員長 近藤 眞道 様
青少年奉仕委員会

標語は用いておりませんが、第１にポリオ撲滅
を挙げておられます。 その他、ロータリー賞の
受賞、ロータリーのＩＴ化、地区のスリム化、合
理化を目指しております。 本年度の当クラブ
の活動方針は、「 輪と和 」です。 「 輪 」は
どこが欠けても繋がることはありませんし、１
つが前に出ても、後ろに下がっていても綺麗な
輪ができません。 「 和 」というのは、平和、
なごやか、おだやかな「 和 」です。 本年度は、
米朝事務所の今井会員が親睦活動委員長に就任
して頂き、家族会は、お子様も一緒に家族全員が
楽しめるような落語会を企画しておりますし、
クリスマス会は宝塚レビューと在本会員のエレ
キ演奏を企画しており、家族ぐるみで参加し易
く、親密になってもらえるように努力致します。
ロータリーは永遠です。
縁があってロータリーを通じて知り合った仲間
ですので、交流を深めてもらい、退会を防ぎ、入
会に繋げていきたいと思っております。
会員の皆様には、私の意を汲んでいただき、１年
間頑張っていきたいと思いますので、何卒ご協力
宜しくお願い申し上げます。

☆☆

７月度のお誕生日

13日 川本 浩

☆☆

16日 仲西 良浩
（以上敬称略）

☆☆ 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
４名
０名
０名

会員総数
54名
会員出席
43名( 51名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
8名

先々週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

本日が本年度最終例会です。会長としてこの
一年間、色々な事業、また地区及びIM６組の会合
にすべて出席出来ましたことは、私にとって大
変有意義であり、何とか役目と責任を全うする
ことが出来たかな？と自負致しております。
これもひとえに、郡副会長はじめ寺杣幹事が私
の足らずもがなを、辛抱強く心強くサポートし
ていただいたお陰と感謝申し上げます。 また、
理事・役員の皆様にも１年間ご協力いただきま
して、本当にありがとうございました。 本日最
後の理事役員(新・旧合同)会がありますが、次年
度の会長・幹事・理事にエールを送って終わりた
いと思います。皆様、本当にご苦労様でした。感
謝、感謝…… 先週のクラブ協議会新旧の理事
役員の報告及び新年度の引継ぎがあり、終了後
には新旧合同の理事会で夫々の事案についても
意見を交換しスムーズな引継ぎとなることで了
承されました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日 7・8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福原 哲晃会員の「旭日中綬章」受章を祝う会
の出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。
③本日例会終了後 恒例の会長と次年度会長の
木槌の引継ぎを行います。
④本日例会終了後 7月度定例理事会（新旧合同）
が4F「金山の間」にて開催されます。関係各位
よろしくお願いいたします。
⑤次週6月28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。

☆☆

7 月度理事会決定事項

☆☆

・ポリオプラス協力金について
今まで上半期・下半期に25ドルずつ分けてお支
払い頂いていたが、 今期は上半期に50ドル纏
めてお支払い頂き、下半期はなしとする。
・事務局のネットサーバー契約先変更に伴い、
メールアドレスとホームページアドレスが
変更になります。
(新E-mail；temma-rc@temmabashi-rc.com、
新HP；http://temmabashi-rc.com）

）内は会員総数を基準とした値

6月21日の出席率
84.31％
5週間前（5月31日）の
メークアップを含む出席率 83.33％
メークアップ実施会員
4名（欠席者12名)
・新事務局員の採用について
新名さんの退職に伴い、新事務局員松本さん
に新年度よりピアノをご担当頂く。
・今年度の事務局のお盆休みは8月13日(月)～16
日(木)にする。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

最終例会を迎へこの1年間理事役員の皆様、会
員の皆様ご支援ご協力ありがとうございまし
た。やっとホットな気持ちになれます
橋本 守之
本日の例会で最後になりましたピアノ奏者新名
星子さん、永い間ありがとうございました
橋本 守之
1年間ご協力ありがとうございました。
郡 悦清
皆様1年間有難うございました。
寺杣 晃一
橋本会長、寺杣幹事、1年間ご苦労様でした。
川本 浩
橋本会長、寺杣幹事にはこの一年間よくお努め
いただきました。ここに感謝と御礼申し上げま
す
坂本 一民
本年度一年間大変お世話になりました。記念誌
本日お渡しし委員会無事終了しました。
井戸 幹雄
橋本会長、郡副会長他役員の皆様一年間御苦労
様でした。
衣斐 孝雄
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、1年間お疲れ
様でした
髙田 肇
橋本会長、寺杣幹事一年間御苦労様でした。た
のしい！たのしい！一年間でした。ありがと
う！
中川 政照
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、一年間おつか
れ様でした。素晴らしい50周年に感謝です
川原 和彦
橋本会長他役員・理事の皆様50周年記念事業を
含め1年間大変ご苦労様でした。
福原 哲晃
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、井戸50周年記
念委員長また役員、委員長さま御つかれさまで
した
在本 茂
橋本会長はじめ理事・役員の皆様ありがとうご
ざいました
大矢 平治
橋本会長・理事・役員の皆様、一年間お疲れ様
でした。
石田 道夫
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、1年間有難う
ございました。
中村 健輔

橋本会長、理事・役員の皆様一年間ご苦労様で
した
鍬田 充生
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事の1年間の無事
航海を祝して
山本 喬一
橋本会長一年間お疲れ様でした
溝手 悟
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、理事会メン
バーの皆様、大変お世話になりました。
高良 尚志
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、井戸50周年委
員長、役員の方々、一年間本当にお疲れさまで
した。
中村 修
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、一年間本当に
お疲れ様でした。ゆっくりお休み下さい！
永田 秀次
橋本会長、寺杣幹事、理事役員のみなさま1年
間おつかれさまでした
中島 清治
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事 一年間ご苦労
さまでした。
末澤 正大
本年度有難う御座居ました。
髙橋 俊起
2017～18年度年間皆出席表彰を自祝して
坂本 一民
１年間皆出席自祝
郡 悦清
ホームクラブ皆出席自祝 感謝の１年間でした
寺杣 晃一
１年間メークアップを含む皆出席自祝
中村 健輔
１年間皆出席自祝
中村 修
皆出席自祝！寺杣幹事お疲れ様でした。あとは
僕に任せて下さい！
田邉 三郎
メークアップを含む１年間皆出席自祝
髙田 肇
メークアップを含む一年間皆出席自祝
川原 和彦
メークアップを含む１年間皆出席自祝
梅本 知秀
ホームクラブ１年間皆出席（メークアップを含
む）自祝
柳澤 興平
中村健輔さん先日はありがとうございました
郡 悦清
中村健輔会員先日は大変お世話になりました。
石田 道夫
中村健輔さん先日は大変お世話になりまし
た！！
川原 和彦
先般誕生日のお花有りがとう御座いました（忘
れてました！）
衣斐 孝雄
井戸５０周年実行委員長お世話になりました。
石田 道夫
溝手会員残留して頂き有難うございます。
石田 道夫

一年間、社会奉仕委員会の奉仕活動にご協力頂
き誠にありがとうございました。 平尾 彰彦
連続欠席のおわび。１年間お世話になりありが
とうございました。
坂東 信幸
感謝！
中野 格
いろいろとありがとうございました。
宮里 修一
一年間にわたり多額のニコニコをありがとうご
ざいました。！！おかげ様で目標達成感謝申し
上げます
ＳＡＡ一同
平成30年6月21日

合計金

317,000円

累計金 3,261,000円
☆☆

トロント国際大会

☆☆

6月22日～29日、８日間の日程で橋本会長以下
６名で参加してきました。
開会本会議は午前と午後の２回に分けてエア
カナダセンターで行われ、私たちは午後の部に
参加しました。開催地のカナダやＲＩ会長出身
地のオーストラリアのエンターテイメントなど
に続いて、チャリティ活動にも熱心な英国アン
王女の講演、さらにイアン・ライズリーＲＩ会長
のこの一年間社会に変化をもたらすべく活動を
したロータリアンへの感謝をこめた力強い挨拶
がありました。

また、国際大会の前後にはカナダの観光を楽
しんできました。雄大さに圧倒される「ナイアガ
ラの滝」、何億年という地球の歴史を感じる「カ
ナディアンローッキー」、世界最大級の恐竜博物
館「ロイヤル・ティレル古生物学博物館」、バス
の移動中には「３６０度の地平線に囲まれた農
地」などカナダならではの景観を満喫しました。
ご参加の皆様お疲れ様でした。
国際奉仕委員会

