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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

ＪＵＮＥ

４

２０２０

ＮＯ．２５０８

ロータリー親睦活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

１）例

会 （2508回）

話

会 （2509回）

２）クラブ協議会（新旧合同）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓

次々週（６月１８日）のお知らせ

「小唄って？」
石田 道夫会員

☆☆ ４月度のお誕生日 ☆☆
9日 箕村 保
14日 西井 幾雄

11日 平尾 彰彦

☆☆ ４月度の在籍表彰 ☆☆
26ヵ年
26ヵ年
24ヵ年
3ヵ年
会
Ｎｏ．１ ◎郡

員

名

・ ○鍬田 ・ 重里 ・ 木川 ・ 西田・ 森本 ・ 望田 ・ 髙松

☆☆

在本
中川
髙田
吉村

茂
政照
肇
圭太

26ヵ年 福原 哲晃
25ヵ年 大矢 平治
6ヵ年 平尾 彰彦

４月度の結婚記念日

大矢 平治
井戸 幹雄

中村 健輔
末澤 正大

☆☆

勝見 茂

☆☆ ５月度のお誕生日 ☆☆
Ｎｏ．２ ◎石田・ ○小寺 ・ 柳澤 ・ 永田・ 坂口 ・ 御木 ・ 大矢 ・ 橋本
Ｎｏ．３ ◎西原・ ○二宮 ・ 衣斐 ・ 平尾 ・ 勝見 ・ 坂東 ・ 川本 ・ 溝手
Ｎｏ．４ ◎髙橋・ ○髙田 ・ 寺杣 ・ 川原 ・ 末澤 ・ 坂本 ・ 西浦 ・ 仲西

31日 小寺 寿矢

☆☆

５月度の在籍表彰

10ヵ年 中村 修
8ヵ年 箕村 保

☆☆

9ヵ年 中島 清治
8ヵ年 仲西 良浩

☆☆ ５月度の結婚記念日 ☆☆
Ｎｏ．５ ◎中川・ ○箕村 ・ 西井 ・ 井戸 ・ 阪本 ・ 荒木
Ｎｏ．６ ◎吉村・ ○田邉 ・ 在本 ・ 中村（健）・ 南川 ・ 福原 ・ 山本・ 梅本

坂東 信幸
田邉 三郎

山本 喬一 寺杣 晃一
坂本 一民 衣斐 孝雄

☆☆ ６月度のお誕生日 ☆☆
2日 溝手 悟
（以上敬称略）

＊＊

11 週 間 前 例 会 報 告
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

＊＊

皆様こんにちは。
初めに悲しい報告がございます、保倉名誉会
員が16日にご逝去されました。
ご冥福をお祈り申
し上げます。「黙禱」
令和元年度大阪府青年功績賞授与式が3月7日
は吉野宮滝野外学校（大阪府青少年野外活動財
団）で行う予定でしたが、新型コロナウイルスの
影響で大阪天満橋のドーンセンターで10名の卒
業生と関係者だけの簡単な授与式が行なわれま
した。私と仲西会員、吉村会員、小寺会員、RACの
田中会員の5名で参加してまいりました。翌日の
8日は、東大阪市立野外活動センター「自由の森
なるかわ」に於いて、7名の卒業生と関係者の前
日と同じ様な簡単な授与式でした、私と中島幹
事と吉村会員、二宮会員、仲西会員の5名で参加
してまいりました、でも式典が挙行できただけ
でも良かったと思います。授与式に参加してい
ただきました会員の皆様お疲れ様でした。あり
がとうございました。
現在の状況は非常事態宣言があってもおかし
くない状況のように思います。2020年ロータリー
国際大会を中止することが決定されました。ガ
バナーより「新型コロナウイルス感染症拡大に
伴う今後の対応」としてお知らせが来ています。
4月、5月開催予定行事・会合の中止、延期であり
ます。現下の情勢をご賢察のうえご了解をお願

☆☆ 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
１名
０名
０名

会員総数
会員出席

48名
34名(43名)
18名
9名

会員欠席

い申し上げます。6月以降の対応につきまして
は、別途検討の上あらためてお知らせ致します。
また、各クラブでの活動、行事につきましては、
それぞれのクラブのご判断にお任せし適切に対
応して頂いておりますので、引き続きよろしく
お願いいたします。大変厳しい状況ですが、皆様
と共にこの困難を乗り切りたいと思います。ご
理解とご協力を頂きますよう宜しくお願い申し
上げます。
このような文書が届いております。自分の身
は自分が守る一人一人が自覚し健康に注意しま
しょう。手洗い、うがい、マスク以上です。
最後に「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「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて3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誕生日記念品についてのご案内をお配りして
おります。現在有効期限内のハガキをお持ち
の方は、お手続きくださいますようお願いい
たします。
③次週例会終了後「4月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させて頂いております
ので関係各位宜しくお願いいたします。
④本日例会終了後 第4回被選理事会を4Ｆ「銀扇
の間」にて開催致します。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

誕生日自祝
中村 修
誕生日自祝
川本 浩
3月の誕生日を自祝して
坂本 一民
誕生日自祝
衣斐 孝雄
誕生日自祝
橋本 守之
誕生日自祝
西原 潔
41ヵ年在籍自祝
井戸 幹雄
32ヵ年在籍表彰自祝
南川 和茂
結婚記念日自祝、お花ありがとうございます
在本 茂
結婚記念日自祝
鍬田 充生
結婚記念日に美しいお花を有難うございます
石田 道夫
結婚記念自祝。会長、お祝いありがとうござい
ました
小寺 寿矢

）内は会員総数を基準とした値

3月19日の出席率
79.07％
16週間前（2月13日）の
出席率 82.61％
2名（欠席者10名)
本日新入会員自己紹介。望田会員、坂口会員頑
張って下さい。
中村 修
望田会員、坂口会員、新入会員自己紹介楽しみ
に拝聴します
中川 政照
望田さん、坂口さん、新入会員卓話がんばって
下さい！
坂東 信幸
坂口さん卓話たのしみにしています
阪本 宗久
卓話頑張ります
望田 謙三
卓話がんばります。よろしくお願いします
坂口 雅俊
保倉名誉会員のご冥福をお祈りいたします
中村 修
保倉先生、お世話になりました。ご冥福をお祈
りしました
南川 和茂
保倉先生の御冥福をお祈り致します 在本 茂
保倉賢造先生、御冥福をお祈りします。長年あ
りがとうございました
中川 政照
保倉名誉会員の御冥福を祈りまして 石田 道夫
令和2年3月19日

合計金

143,000円

累計金 1,720,000円

☆☆ 11 週間前（3 月 19 日）の卓話 ☆☆
「新入会員自己紹介」
望田 謙三会員
＜はじめに＞
歴史と伝統ある大阪天満橋ロータリークラブ
に入会出来ましたことを嬉しく思います。
ロータリーについては分からない事しかござ
いませんので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
い申し上げます。
＜パーソナルデータ＞
望田 謙三
１９７２年２月１５日生まれ（４８歳）
東大阪市の河内小阪に在住
家族構成は嫁、長女（小３）、次女（小１）、末っ
子長男（年少）の５人家族
座右の銘は 『怒るに難を思え』
＜望田謙三のお仕事＞
運送業（一般貨物輸送・引越・倉庫業）
東大運輸株式会社（１９６５年設立）
本社は摂津市
代表取締役副社長（兄と２人代表）
会社のホームページは存在せず
＜望田謙三の履歴＞
１９７２年 誕生

１９９４年 近畿大学 理工学部
土木工学科卒業
１９９４年 卒業後 １年間遊学
１９９５年 日本国土開発㈱ 入社
１９９８年 会社更生法申請
２０００年 ９月に日本国土開発退社
その後、東大運輸㈱に入社
２００５年 父親（先代社長）他界
２００６年 普通免許取り消し
２００７年 普通免許再取得
２００８年 結婚
２０１７年 代表取締役に就任
＜望田謙三の所属団体（個人での所属）＞
大阪天満橋ロータリークラブ
なにわ淀川花火大会実行委員会
トラック産業の明日を考える懇話会近畿
大阪青年会議所シニアクラブ
摂津市防衛協会
＜望田謙三の嗜好＞
食 事・・・食べるの大好き
お 酒・・・弱いけど飲みに行くのは好き
タバコ・・・禁煙中（１年９か月目に突入）
ゴルフ・・・下手の横好き（１００～１１０）
旅 行・・・嫁が怖いから行かない
＜望田謙三の性格＞
自己評価
超保守おせっかい言いたいことは明日言うタイプ
従業員からの評価
朝令暮改・暴走する・お尻に火が付くまで動かない
嫁からの評価
逃げる・見て見ぬふり・上から目線・浅慮・嫌い
＜入会の経緯＞
以前より、仲西会員に誘われていたのですが（大
阪JCの同期で、髙橋会員・坂本会員とも同期です）、
仕事が忙しく、また敷居の高さから辞退させてい
ただいてました。去年、仕事が少し落ち着いたの
と、ここ数年、ローターアクトの子らになにわ淀川
花火大会を手伝っていただいていることもあり、
清水の舞台から飛び降りるつもりで入会させてい
ただきました。
＜さいごに＞
今回、自己紹介を考えてみたところ、自分は『な
んと薄っぺらい人間なんだ』と痛感いたしました。
この入会を機に人として成長していきたいと思い
ますので、お手数をおかけしますが、ご指導ご鞭撻
いただけますようお願い申し上げます。
「新入会員自己紹介」
坂口 雅俊会員
1月から入会となりました坂口と申します。
私は昭和48年に堺市で生まれ、結婚するまで堺
市におりました。今は京橋に住んでいます。大学を
出て入社したのが、サラヤ株式会社です。サラヤ在
職中に、社会保険労務士の資格は将来役立つので

はないかと考え、2回目の受験で合格しました。
独立の意向はなかったのですが、当時は失うも
のもなく、「やってみよう」という浅はかな考え
で始めて15年になります。経営理念は、「私たち
は人情の機微を大切に、労務管理を通じて社会
に貢献します。」という内容です。趣味は海釣り
とゴルフです。海釣りのメインは、和歌山加太の
乗合船で真鯛釣りです。釣れた魚は、魚好きの実
家へ持ち帰り、私は少々いただく程度です。ゴル
フはメンタル面を鍛えられる場面が多く、上手
くいっておりませんが、細く長く向き合ってお
ります。あと少々変わった一面をいいますと、国
内外問わず多くの方々から、信号待ちなどで道
を聞かれることが多いです。道を聞かれる自分
としては、良い意味でとらえております。
この度は、ご縁のおかげでロータリークラブ
への入会が叶いました。こちらでの活動、貢献を
通じて人間力を高め、周りに良い影響力を与え
る事ができるようになっていきたいと考えてお
ります。何卒よろしくお願い申し上げます。

－－No.3・4テーブル情報集会－－

３月２６日(木)１８時より心斎橋、広東料理
「家全七福酒家」にて、NO.３.４のテーブル情報
集会が開催されました。
中村修会長を迎え、総勢１３名で情報集会が
スタートいたしました。中村会長のご挨拶につ
づいて、衣斐会員の乾杯のご発声で開会されま
した。何を食べても素晴らしい広東料理と美味
しいお酒を堪能しました。髙橋会員ありがとう
ございました。
会員の皆さまの近況報告を聞きながら、終始
なごやかなムードであっという間の２時間でし
た。ご参加の会員の皆様ありがとうございまし
た。近況報告はコロナウィルスの話題でもちき
りでした。自粛ムードで皆さまのお仕事にも影
響があると思いますが、くれぐれもご自愛くだ
さい。

☆☆ 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

