
手前ロータリークラブ、大阪中之島ロータリー

クラブと合同で三世代クラブ有志懇親会が開催

されます。多数ご参加いただきますようにお願

い致します。 １０月２０日(土)に秋の家族会を

「親子で楽しむ落語会」として行います。奥様の

参加は必ずお願いしたいと思いますし、小学生

以上のお子様には日本の伝統芸能を間近で触れ

て頂きたいと思います。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「関西四地区ローターアクト交流会」のご案

内を本日お配りしております。 

② 「秋の家族会」出欠のご返事を事務局までお

願いいたします。 

③ 地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい

たします。 

④ 三世代クラブ有志一同懇親会が本日18：00か

ら「アサヒビアレストラン スーパードライ

梅田」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 次週例会終了後「10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 

ロータリーの友地区代表委員木村様 本日の卓

話宜しくお願い致します 髙田 肇 

結婚記念日自祝 梅本 知秀 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは。 本日の卓話は、ロータリー

の友月間記念卓話として、ロータリーの友地区

代表委員の木村様に「なぜロータリーの友を読

むのか」と題しまして卓話をしていただきます

ので後ほど宜しくお願い致します。 

９月１３日に№２，３のテーブル情報集会が

ありました。箕村テーブルマスター紹介のフレ

ンチの店でした。料理もおいしく会話も楽しい

情報集会でした。今井、箕村両テーブルマスター

設営有難うございました。 ９月１５日（土）地

区クラブ青少年奉仕合同委員長会議が大阪ＹＭ

ＣＡ国際文化センターで行われ御木青少年委員

長が出席されました。 ９月１９日昨日第１回

髙田杯ゴルフコンペが宝塚ゴルフクラブで行わ

れました。優勝は井戸会員で準優勝は新入会員

の小寺会員でした。なんと新旧の争いとなりま

したが、井戸会員の若さには驚かされました。ベ

スグロは小寺会員の７２でしてほんまもんの会

員が入会されたと嬉しく思います。橋本杯の取

り切りは箕村会員がゲットされました。おめで

とうございます。そして寺杣前幹事が３位に入

られました。ご参加されました会員はお疲れさ

までした。 本日は、アサヒビアハウスで大阪大

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2444回） 

２）ソング  村祭（むらまつり） 

３）卓 話 「百貨店四方山話」 

           柳澤 興平 会員 

４）10月度定例理事会 
 

 

次週（１０月４日）のお知らせ 

１）例 会 （2445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  米山月間記念卓話 

    「低人権優勢？－中国経済の裏面」 

         米山奨学生 田 園 様  

          国際奉仕委員会 
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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 
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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 

2018-2019年度RIテーマ 

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 



タイの小学校浄水器事業 地区ＤＤＦが認可さ

れました。山本パスト会長に感謝！ 

                国際奉仕委員会 

第１回髙田杯で優勝することができました。グ

ロス８８ハンデ２０、６８でした。皆様のお陰

です。 井戸 幹雄 

橋本会長杯とりきりいただきました。有難うご

ざいました。勝因は、平尾さんの自滅、田邉幹

事の空回りでした。 箕村 保 

髙田会長杯コンペ たくさんの商品をいただき 

ありがとうございます。 小寺 寿矢 

連続欠席のお詫びとして 永田 秀次 

平成30年9月20日  合計金   36,000円 

          累計金 755,000円 

☆☆ 先週（9月 20 日）の卓話 ☆☆ 

「なぜロータリーの友を読むのか」 

      ロータリーの友地区代表委員 

木村 芳樹 様 

     ソング・プログラム・広報委員会 

「なぜロータリーの友を読むのか」それは

「ロータリーのロータリアンであるため」。 

ロータリアンの資格は、ロータリアンの三大

義務を守ることです。 

「1.会費の納入」。これだけではクラブの会員

ですが、ロータリアンではありません。 

「2.例会への出席」。これだけではクラブの

ロータリアンでロータリーのロータリアンでは

ありません。 

「3.ロータリー雑誌の購読」。「友」の横組は

世界のローアリアンへの記事が、縦組には日本

に関連した記事が掲載。「友」を読むことで、世

界の、日本のロータリアンと情報を共有し、ロー

タリアンになります。 

ロータリーの情報を共有しようと1911年1月に

ポール・ハリスの「合理的ロータリアニズム」掲

載の機関紙「ザ・ナショナルロータリアン」創刊。

これが全世界のロータリアンのコミュニケー

ションの場のロータリー雑誌の始まりで、『THE 

ROTARIAN』として現在まで継続。 

1949年、日本のRCはRI第60地区として復帰。

1952年４月第60区 後の大会が開催。二地区に

なっても連絡を密にするための日本語による共

通の機関紙の創刊を企画。これが『友』の始まり

です。1953年1月から月刊、横組みで創刊。1972 年

１月から縦組と横組の現在の形になり、1980年7

月にはRI公式地域雑誌に指定。 

－－三世代クラブ有志一同懇親会－－ 

9月20日（木）午後6時00分から三世代クラブ有

志一同懇親会と第248回ビアフレンド会がアサヒ

ビアレストラン スーパードライ梅田店にて合

同で開催されました。  

当クラブ、大阪大手前ＲＣ、大阪中之島ＲＣ、

総勢42名が集いました。髙田会長のご挨拶、坂本

一民会員の乾杯のご発声で楽しい宴がスタート

しました。ビアフレンド会ではお馴染みのクラ

ブ音頭“天満橋から”を“大手前から”“中之島

から”と即興で歌い替え、大いに盛り上がりまし

た。 後には平尾会員の万歳三唱でお開きとな

りました。各クラブの会員との親睦を深める大

変貴重な時間をすごすことができました。ご参

加いただいた 皆様、誠にありがとうございま

した。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

ビーフカレー 

ミックスサラダ 

フルーツ取り合わせ 

コーヒー 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 51名 

国内ゲスト  １名 会員出席 34名(44名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 20名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 10名 

9月20日の出席率 77.27％ 

4週間前（8月30日）の 

メークアップを含む出席率 86.36％ 

メークアップ実施会員     2名（欠席者8名) 

 ♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪ 

１０月第１例会のお知らせ 
日 時：10月10日（水）19:30～20：45 
内  容：献血についてのお話 
場  所：錦城閣 
登録料： RC 3,000円 
登録先：幹事 松久 曜子 
    tenmabashi@2660rac.org 
登録締切：１０月５日（金） 


