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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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ロータリ財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（１１月２１日）のお知らせ

１）例 会
１）例 会 （2493回）
２）ソング
友と呼べるのは
２）ソング
３）卓 話 ロータリー財団月間記念卓話
３）卓 話
「ロータリー財団補助金について」
地区ロータリー財団委員会
補助金小委員会 委員長 村橋 義晃 様
国際奉仕委員会
４）次年度理事・役員指名委員会
５）記念写真撮影
☆☆ １１月度のお誕生日 ☆☆
14日 勝見 茂
17日 川原 和彦
19日 田邉 三郎

☆☆ １１月度の在籍表彰 ☆☆
5ヵ年 森本 成峻
4ヵ年 柳澤 興平
1ヵ年 二宮 彰久

5ヵ年 髙橋 俊起
2ヵ年 西原 潔
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
本日は三世代クラブ合同社会奉仕事業・合同
例会でございます。始まりはＲＩ・１００周年の
年（２００５年）からです、早いもので１６回目
ですが、本年度の事業は台風１９号の影響で初
の中止になり、残念でなりません。楽しみにして
いた子供たちはどのような思いで中止の知らせ
を聞いたのでしょうか、心が痛みます。急遽変更
して、来年の３月２０日にびわ湖汽船の予約を
入れておりますので、急でございますが検討し
ていただきたいと思います。
昨日は第３回六輪会が太閤園淀川邸にて開催
されました。ＩＭ６組ロータリーデーについて
の進捗状況の報告が大阪中之島ロータリークラ

（2494回）
四つのテスト
創立52周年記念卓話
「52周年記念卓話」
井戸

幹雄会員

ブ木村会長よりございました。フレッシュロー
タリアン親睦交流会についての進捗状況が北村
ガバナー補佐より報告がございました。メーク
アップルール変更に伴うクラブ細則の改正につ
いての討議もあり、粛々と会が進み、無事終了。
引き続き楽しい親睦が始まりました有意義な交
流会となり８時にお開きとなりました。中島幹
事お疲れ様でした。
最後に素晴らしい報告がございます。大阪中
之島ロータリークラブが野球大会に優勝しまし
た、おめでとうございます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて11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。
②クリスマス家族会のご案内を本日お配りして
おります。多数の会員ならびにご家族の参加
をお願いいたします。
③次週例会終了後に記念写真撮影を行いますの
で宜しくお願いいたします。
④本日大阪弁護士会館 14階特別会議室にて17：
00～「アフターインフォメーション」18：00～
「クラブ研修会」が開催されます。関係各位宜
しくお願いいたします。

☆☆ 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
３名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

49名
33名(43名)
19名
10名

敬称を略す

三世代クラブ合同例会を祝し！
福原 哲晃
美しい花(結婚)ありがとうございます西井 幾雄
令和元年11月7日

合計金

10,000円

累計金

828,000円

☆☆ 三世代クラブ合同例会☆☆
令和1年１１月７
日（木）のヒルトン
大阪３５階Windows
１にて三世代合同
例会が開催されま
した。本年度は当ク
ラブ主催で、１０月
１２日に児童院の
子供達を校外学習の一環として琵琶湖クルーズ
を体験してもらうプロジェクト予定をしており
ましたが、台風１９号の影響により中止致しま
した。代替事業の実施につきましては、只今鋭意
検討中でございます。決定し次第、改めてご報告
致しますので宜しくお願い致します。
大阪天満橋ロータリークラブ
社会奉仕委員長 荒木 幾夫

）内は会員総数を基準とした値

11月7日の出席率
76.74％
５週間前（10月10日）の
メークアップを含む出席率 73.81％
メークアップ実施会員
0名（欠席者11名)
児童院は全国に51か所
ある児童心理治療施設の
一つです。児童虐待をは
じめとする様々な理由か
ら保護者と一緒に生活が
出来ないこども達をお預
かりしています。児童院
では、規則正しい集団生活と心理治療、個々のこ
どもに応じた学校教育を提供し、こどもの養育・
生活指導・心理治療・教育を総合的に行っていま
す。
本年3月、地域の方や学生向けに施設の知名度
をアップするため、全国児童心理治療施設協議
会でPRDVDを作成しました。このDVDは、児童院と
高槻の施設で撮影を行いました。
こどもは主に劇団の子役ですが、大人は施設
職員です。短いDVDですが、どうぞご覧ください。

－－アフターインフォメーション・
クラブ研修会－－
11/7 会員強化組織委員会アフターインフォ
メーション・クラブ研修会を大阪弁護士会館会
議室に於て開催致しました。研修会では入会か
ら5年未満の会員を対象とし、郡研修リーダーに
より、クラブ所属意識についての考察として研
修を実施して頂きました。
出席者 中村会長、中島幹事、髙橋幹事エレク
ト、木川、坂東、西原、小寺、二宮会員、郡研修
リーダー、委員会、寺杣、田邉会員

☆☆ 先週（11 月 7 日）の講話 ☆☆
「児童心理治療施設児童院･心をはぐくむ」
社会福祉法人 聖家族の家
児童心理治療施設 児童院 施設長
野坂 猛夫 様
いつも児童院に対するご理解とこども達のた
めに物心両面にわたるご支援をいただき、誠に
ありがとうございます。
先日は、観光船ビアンカクルーズへのご招待
が台風のために中止となり残念でしたが、こど
も達へ約100冊のコミックをいただきありがとう
ございました。大切に使わせていただきたいと
考えています。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
青梗菜 ベーコン餡掛け
おでん風煮込み
（大根・蒟蒻・鶉卵・牛蒡天・厚揚げ・水菜）
鰹叩き 胡瓜 若布 ラディッシュ ポン酢ゼリー
鮭御飯 田舎味噌仕立て 香の物
菊花餅 菊花ゼリー 苺 キウイー

