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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
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次週（８月２日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング
３）卓

話

（2436回）
我は海の子
「幹事を終えて今思うこと」
寺杣

晃一

会員

４）8月度定例理事会
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先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。 本日は、本年度第１回目の
クラブ協議会を開催いたします。 国際ロータ
リー第２６６０地区から福田ガバナー補佐様、
北村ガバナー補佐エレクト様をお迎えしており
ます。先ほど理事・役員と懇談を持たせていただ
きまして、色々とご意見を賜りました。 福田ガ
バナー補佐様にはクラブ協議会にも加わってい
ただきます。 ７月１２日に福原会員の「旭日中
綬章」の受章を祝う会が日航ホテルにて開催さ
れました。国際ロータリー第２６６０地区高島
パストガバナーからは祝電を頂戴し、大阪大手
前ロータリークラブからチャーターメンバーの
犬伏様、大阪中之島ロータリークラブから西田
会長様、藤本幹事様、満村弁護士様はじめ総勢３
８名の出席を頂き盛大に開催されました。あら
ためまして福原会員におめでとうございますと
申し上げたいと思います。 昨日７月１８日に
は、第２回ＩＭ６組会長幹事会（六輪会）が太閤
園にて開催されまして、田邉幹事と一緒に参加
致しました。6組の11クラブの会長・幹事が全員出
席でした。福田ガバナー補佐のもと今年度は結
束が固く「クラブの目標・方針、主な事業の内容」
を発表しました。5月11日のロータリーディに向
けて気を引き締めていきたいと思っておりま
す。 酷暑が続いておりますので、皆様お身体ご
自愛下さい。

１）例 会 （2437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 「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー
山本 博史 様
５）ガバナー公式訪問懇談会

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①2018－19年度年次計画書を本日お配りしてお
ります。
②本日 クラブ協議会を開催いたします。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のポストに配布させて
頂いております。
③「第17回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
が届いております。詳細につきましては掲示
板をご覧ください。
④「2018-19年度 上半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
⑤次週例会終了後「8月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

福田ガバナー補佐、北村ガバナー補佐エレクト
心から歓迎致します
髙田 肇
福田ガバナー補佐、北村ガバナー補佐エレクト
お忙しい中お越し頂き有難うございます。ご指
導宜しくお願い致します。
田邉 三郎
福田ガバナー補佐、北村ガバナー補佐エレクト
本日ご来訪ありがとうございます 中村 修
福田ガバナー補佐、北村ガバナー補佐エレクト
本日のご来訪誠にありがとうございます。
川原 和彦
IM６組福田ガバナー補佐ようこそお越し下さい
ました。大変ですが頑張って下さい 橋本 守之

☆☆ 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
51名
会員出席
36名(45名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
9名

福田忠博ガバナー補佐 北村譲ガバナー補佐エ
レクト お越しいただきありがとうございます
永田 秀次
福田Ｇ補佐様、北村G補佐エレクト様 ようこそ
お越し下さいました
会員強化組織委員会
結婚記念日自祝 会長、今年のお花楽しみにし
ています
平尾 彰彦
髙田会長 結婚祝に素敵なお花を有難う御座居
ました。25回目になりました。
髙橋 俊起
結婚記念日自祝 会長、今年のお花楽しみにし
ています。
吉村 圭太
川本さん、橋本さん、中川さん、在本さんのお
世話で、盛大に叙勲のお祝いの会を催していた
だき有難うございました。皆様に心から感謝申
し上げます。
福原 哲晃
ひわさうみがめトライアスロン完走しました。
4時間18分かかりました。
今井 浩
中川さん いつもいつも素敵なアルバムありが
とうございます。
川原 和彦
平成30年7月19日

合計金

77,000円

累計金

339,000円

）内は会員総数を基準とした値

7月19日の出席率
80.00％
5週間前（6月21日）の
メークアップを含む出席率 84.31％
メークアップ実施会員
0名（欠席者8名)

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
8月第2例会のお知らせ
日 時：8月22日（水）⇒8月28日（火）に変更
となりました。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
登録先：幹事 松久 曜子
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：8月15日（水）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ビーフカレー
ミックスサラダ

☆クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）☆
フルーツ取り合わせ

ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議
会が開催されました。
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