
分気をつけてください。 
「一人が一人を連れて来る」よろしくお願い

いたします。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆    

① 「三世代クラブ合同社会奉仕事業」の出欠の

ご返事を事務局までお願いいたします。 

② 「2019-20年度青年功績賞授与式（大阪府）」出

欠のご返事を事務局までお願いいたします。 

③ 「大阪天満橋ローターアクトクラブ創立40周

年記念式典」の出欠のご返事を事務局までお

願いいたします。 

④ 「天満宮観梅の会」出欠のご返事を事務局ま

でお願いいたします。 

⑤ №1・2テーブル情報集会の出欠のご返事を事

務局までお願いいたします。 

⑥ 台北陽明RC創立43周年記念式典が、新型肺炎

のコロナウイルス集団感染を避けるため開催

延期となりました。 

⑦ 次週卓話者の変更がございます。西田 勤会員

に「新入会員自己紹介」と題し卓話頂きます。 

⑧ 「2019-20年度 下半期会費のお願い」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。 

⑨ №5・6テーブル情報集会が本日17：40から「魚

匠 銀平 心斎橋店」にて開催されます。関係

各位よろしくお願いいたします。 

⑩ 次週例会終了後、第3回被選理事会を4Ｆ「銀嶺

の間」にて開催いたします。関係各位宜しくお

願い申し上げます。 

 ☆☆ ２月度の結婚記念日 ☆☆ 

  重里 國麿    
（以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは。 
2月6日第4回IM6組FR(フレッシュロータリア

ン)親睦交流会が北新地・レストラン アラスカ
本店で開催されました。吉村会員と二宮会員、二
名に参加していただきましたお疲れ様でした。
他クラブの会員と親睦を深め新しい事業を見つ
けてください。次回は4月2日太閤園で開催ですの
で参加よろしくお願いいたします。 

新型コロナウイルスの感染拡大が遂に我が
ロータリークラブにも被害が及んできました。3
月の台北陽明ロータリークラブ訪問が延期とな
りました。後ほど国際奉仕委員長に説明してい
ただきます。米山奨学生に新型肺炎（コロナウイ
ルス）に対しての現状把握アンケートが届いて
おります。 

2月11日に野村克也さんが84歳でお亡くなりに
なりました。愛妻と同じ虚血性心不全（心筋梗
塞）です、私も心臓病でペースメーカーを入れま
したが、必ず前兆がありますので少しでも変だ
と思ったら直ぐに救急車を呼ぶことです、消防
隊員に聞きますと少しの変化でも呼んでくださ
いとのことです。女房が亡くなると男は弱いも
ので後をすぐ追います、女は強いですね。私も女
房を大事にしようと思っています。季節の変わ
り目です、三寒四温が極端ですので体調には十

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2505回） 

２）ソング  友と呼べるのは 

３）卓 話 「新入会員自己紹介」 

            西田 勤会員 

４）第3回被選理事会 

   次週（２月２７日）のお知らせ 

１）例 会 （2506回） 

２）ソング  早春賦 

３）卓 話 「新事業承継税制について」 

             在本 茂会員 

４）3月度定例理事会 

 ＦＥＢＲＵＡＲＹ ２０ ２０２０ ＮＯ．２５０５ 

事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111 
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例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪 ４F 

会 長 中村 修  幹 事 中島 清治  ｿﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・広報委員長 坂東 信幸 

 

＜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 

2019-2020年度RIテーマ 

平和と紛争予防/紛争解決月間 



  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

24ヵ年在籍自祝 山本 喬一 
誕生日自祝 坂東 信幸 
本日の卓話、退屈かもしれませんが、宜しくお
願いします。 柳澤 興平 
柳澤様、本日の卓話楽しみにしています。 
 中村 修 
柳澤さん、本日卓話宜しくお願い致します。 
 石田 道夫 
柳澤会員、卓話楽しみに拝聴します 中川 政照 
連続欠席、申し訳ございません 西浦 司 
柳澤さん、卓話楽しみです！！ 吉村 圭太 

令和2年2月13日  合計金   28,000円 

          累計金 1,540,000円 

☆☆ 先週（2 月 13日）の卓話 ☆☆ 

「これからの百貨店」 

柳澤 興平会員 
１．百貨店は絶滅するか、生き残るか。 
２．百貨店が直面する課題 

①売り上げ減少に伴うシェアの低下 
②衣料品の凋落 
③人口構造の変化・少子高齢化 
④拡大するEコマース 
⑤情報武装する消費者 

３．これからの百貨店 
①人は何処で時間を過ごすか 
②３分間の幸せ 
③変化がキーワード 
④外商の重要性 
⑤訪日外国人はまだまだ増える？ 

レジュメの順番で今の百貨店の状況をお話しし
ました。最後に訪日客はまだまだ増えると申し
ましたが、今回のコロナウイルス事件のように
世界は不確実性の塊のような様相を示しており
ますので、何が起きるか分かりませんが、中長期
的には間違いないと思います。 

結論として業態としての百貨店は、特に都市
型店舗を持つ企業はこれからも変化をしながら
生き延びると思いますし、そうあって欲しいと
思います。 

－－No.5・6テーブル情報集会－－ 
2月13日（木）18時よりNO.5・6テーブルの合同

情報集会を中村会長、中島幹事にも参加して頂
き、お店は中川会員のお世話で「魚匠銀平心斎橋
店」にて開催をすることとなりました。 

中村会長の開会のご挨拶、引き続き在本会員
の乾杯のご発声で始まりました。 

各テーブルの 出席者は、中村（健）、在本、
福原、山本（喬）、西井、荒木、箕村、田邉各会

員、並びにテーブルマスターの中川会員、吉村、
また事務局から足立さん、松本さんにご参加い
ただきました。 
お料理はお魚を中心としたお料理でした。な

んといっても、お皿いっぱいに盛られた旬の魚
から自分で好きな魚を選び、塩焼きや煮つけに
料理してくれるサービスはとても好評でした。 
お酒に合うお料理ばかりでした。本当に和気

藹藹で盛り上がり、参加者一同大満足の情報集
会となりました。 

－－ 2660地区ローターアクト献血活動－－ 
2月16日（日）第2600地区ＲＡＣの地区行事とし

て、最も寒暑の厳しく献血者数が少ない時期に
毎年行われ、今回も大阪府内の5カ所で一斉献血
が行われました。 
大阪天満橋ＲＡＣは 大日ＡＥＯＮ前にて献

血の呼びかけを雨の中終日行いました。 
昨年の猛暑にも参加された中村会長、吉村青

少年委員長、箕村会員、仲西、大阪天満橋ＲＡＣ
から10名の参加でした。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

大豆とひじきの煮物 

鰤と鯛のカルパッチョ仕立て 

鯖味噌煮 青梗菜 人参 焼き豆腐 白葱 

五目御飯 香の物 玉子豆腐と若布の吸物 

ティラミス 苺 ミント 

コーヒー又は、紅茶 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 48名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 36名(46名) 

外国ビジター ０名  18名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 10名 

2月13日の出席率 78.26％ 

４週間前（1月23日）の 

出席率 79.07％ 

1名（欠席者10名) 


