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＜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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会

員

○サブマスター

（ 敬称略 ）

ゲスト・川原・中村（修）・中島・プログラム
（副会長）（会長エレクト）

（幹事エレクト）

（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

７月度の在籍表彰

50ヵ年 川本 浩
29ヵ年 安田 義治

◎箕村・○平尾・大矢・高良・井戸・寺井・荒木

☆☆

35ヵ年 橋本 守之
5ヵ年 寺杣 晃一
（以上敬称略）

Ｎｏ．４

ＮＯ．２４３４
次週（７月１９日）のお知らせ

１）例

会

２）ソング

（2435回）
我等の生業

３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
４）ガバナー補佐訪問懇談会

◎今井・○寺杣・橋本・郡・在本・福原・西浦・小寺
☆☆

Ｎｏ．３

２０１８

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

名

１２

◎仲西・○御木・重里・木川・安田・山本（邦)・阪本(宗)

Ｎｏ．５

◎末澤・○西井・川本・坂本（一）・衣斐・金田・南川・石田

Ｎｏ．６

◎鍬田・○森本・勝見・北村・山本（喬）・中村（健）・髙松 ・溝手

Ｎｏ．７

◎坂東・○髙橋・中川・梅本・永田・柳澤・吉村・西原

※旧委員会を元に作成

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様こんにちは。本年度の初例会でございま
す。 本年度の取り組みと理事役員の方々の抱
負は後ほど行いたいと思います。 初めての会
長報告をさせて頂きます。 まずワールドカッ
プの決勝トーナメントのベルギー戦は大変惜し
い敗戦でした。火曜日は寝ずに出社なさった方
も多いことと思います。 私は３戦全敗と思っ
ていましたので望外でした。４年後はベスト４
に入るよう期待したいと思います。 元当クラ
ブ会員の岡田恭三様（享年９１歳、１９９８年退
会）が６月８日にご逝去なさったとご子息の現
大阪大手前ロータリークラブ会長の岡田様から
連絡がございました。大阪天満橋ロータリーク
ラブ会員全員から心からお悔やみを申し上げた
いと思います。 本日は、大変嬉しいことがござ
います。おひとりの入会者をお迎えいたします。
先ほど新入会員インフォメーションを終えられ
ました故小寺パスト会長のご子息の小寺寿矢様
です。後ほどバッジの贈呈をさせていただきま
す。

尚セブンデイズをしました三谷元会員は都合
により三谷元会員から入会意思を取り下げられ
ましたのでお知らせいたします。 ６月２４日
から２７日迄カナダ・トロントで行われました
国際大会に大阪天満橋ロータリークラブより橋
本直前会長はじめ計６名の会員が参加されまし
た。 お疲れ様でした。無事帰国されまして嬉し
く思います。 残念なお知らせですが、先月末を
もちまして中野会員、宮里会員の２名の退会者
が出ました。大変さみしく思いますが、やむを得
ない事情でございますので、本日からより一層
の会員増強を全員一丸となり行いたいと思いま
すので宜しくお願い致します。尚３月末に深田
会員、４月末に河田会員から退会届が提出され
まして理事会で承認されておりましたが、同じ
く先月末をもちまして退会となりました。 緊
張の中での初めての会長報告でしたが、次回か
らはスムーズな報告を心がけますので宜しくお
願い致します。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①会員身分証明書・ロスター2冊を会員ポストに
お配りしております。個人情報保護の意味か
らロスターにナンバーリングをさせていただ
いておりますのでよろしくお願いいたしま
す。なお、年次計画書は7月19日のクラブ協議
会当日に全会員に配布させていただきます。

☆☆ 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
２名
０名
０名

会員総数
51名
会員出席
40名(45名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
5名

②「2018-19年度 上半期会費のお願い」を本日会
員ポストにお配りしています。お振り込み宜
しくお願いいたします。
③「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて7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クラブ協議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。
⑤創立50周年記念事業実行委員会 慰労・懇親
会のご案内を本日お配りしております。
⑥国際ロータリー第2680地区の2017-18年度瀧川
ガバナーと当地区2017-18年度片山ガバナーの
対談が掲載されております、神戸のタウン誌
「月刊・神戸っ子」を本日お配りしておりま
す。
⑦開催延期になっておりましたガバナー事務所
でのクラブ情報入力説明会に事務局員出席の
為、7月9日（月）14：00から事務局は不在とな
ります。
⑧6月最終例会にて忘れ物がございました。
お忘れになられた方は私幹事までお知らせ下
さい。
⑨本日より髙田年度のスタートです。会長は
しっかりされていますが、会長を支えるべき
幹事がまだ右も左も分からない若輩ものでご
ざいます。これから一年間会員皆様のご協力
を何卒宜しく御願い致します。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

7月5日の出席率
88.89％
5週間前（6月7日）の
メークアップを含む出席率 82.35％
メークアップ実施会員
2名（欠席者11名)

平成30年7月5日

合計金
累計金

♪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
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）

8月第1例会のお知らせ

159,000円
159,000円

－会長・副会長・幹事・理事・役員就任挨拶－
髙田会長、川原副会長、田邉幹事を始めとする
理事・役員の就任挨拶が行われました。

日 時：8月4日（土）14:00～22:00
内 容：淀川花火大会のお手伝い
場 所：淀川河川敷（阪急十三駅集合）
登録料：無料
登録締切：登録締め切り済

8月第2例会のお知らせ
日 時：8月22日（水）19:30～20:45
内 容：大阪淀川ＲＡＣとの合同例会
地区代表卓話：高橋代表による地区
活動について
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：8月15日（水）
登録先：幹事 松久 曜子
mail：tenmabashi@2660rac.org

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ハス芋 烏賊焼霜 水前寺海苔
花穂紫蘇 酒盗卵黄掛け
鮪オイル焼き ベビーリーフ トマト
玉葱 蓼葉
海老蓮根万頭 旨出し餡かけ 生姜 三つ葉
鱧そぼろご飯 香の物
赤味噌仕立て 叩きオクラ 豆腐 なめこ
西瓜(すいか)二種（赤、黄）
コーヒー

四つのテスト

相模原南ＲＣ
作曲 水 谷 暢 宏

真実か どうか

みんなに 公平か

好意と友情を深めるか

す。又小寺寿矢新会員の新入会を心よりお祝
い申し上げます
坂本 一民
髙田丸の船出を祝して
髙松 貞彦
髙田会長、理事、役員の皆様、一年間御苦労
様です。頑張って下さい
衣斐 孝雄
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、本日より
一年間ご苦労様です
中川 政照
髙田新執行部の船出を祝し！
福原 哲晃
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、これから
一年間宜しくお願いします。
中村 健輔
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、一年間お
世話になります
石田 道夫
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、本年度1年
間御苦労様でございます。
在本 茂
髙田丸のなめらかな航海を祈念して
大矢 平治
髙田会長はじめ理事、役員の皆様、1年間よろ
しくお願い致します
山本 喬一
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、一年間ご
苦労様です。
鍬田 充生
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、一年間よ
ろしくお願い致します。SAAとしてがんばり
ます！
永田 秀次
髙田会長、田邉幹事1年間楽しくがんばって
いきましょう。
中島 清治
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、一年間ど
うぞ宜敷くお願い致します。
西浦 司
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、今期1年間
宜しくお願いします。ソング・プログラム広
報委員会ガンバリます。
平尾 彰彦
小寺会員ご入会おめでとうございます
髙田 肇
小寺会員入会おめでとう御座います。皆さん
宜しくお願いします。
衣斐 孝雄
故小寺一矢会員のご子息、小寺寿矢さんが本
日入会されました。皆様どうぞよろしくお願
いします。
郡 悦清
小寺会員、ご入会おめでとうございます
永田 秀次
一年間、よろしくお願い致します
会員強化組織委員会
今年一年ご協力よろしくお願いします。
国際奉仕委員会

本日の料理教室宜しく！
石田 道夫
郡さん「衣斐の湯」ありがとう御座います。
一番風呂郡さんに入ってもらいますから！
衣斐 孝雄
国際大会参加の皆様大変お世話になりまし
た。
石田 道夫
トロント国際大会無事参加して来ました。ご
参加の皆様有難うございました。山本 喬一

みんなのためになるかどうか

浅学非才ですが、1年間どうぞ宜しくお願い
い致します
髙田 肇
頼りない幹事ですが一年間宜しくお願いし
ます！
田邉 三郎
髙田会長、川原副会長、田邉幹事、理事役員
の新年度スタートを祝して
橋本 守之
髙田会長、川原副会長、田邉幹事1年間ガン
バッテ下さい
中村 修
雨ニモマケズ新年度、理事役員のご健勝を祈
願して
寺杣 晃一
髙田会長、田邉幹事の新しい門出に当たり、
この一年のご健勝とご活躍をお祈り致しま

）内は会員総数を基準とした値

