OSAKA-TEMMABASHI

－No.3・5・6テーブル情報集会－－

ROTARY Club Weekly Bulletin
イブニング例会のお知らせ
日 時：８月２２日（木）18:00～19:00
場 所：ヒルトン大阪 ３階「京都の間」

第2660地区 大阪
事務局 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1100号 大阪駅前第1ﾋﾞル11階
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

※例会場は変更になる場合がございます
お酒のご用意がございます。飲酒される方はお
車でのお越しはお控えください。

事務局電話(06)6344-0120 FAX(06)6344-0126 ホテル電話(06)6347-7111
E-mail:temma-rc@temmabashi-rc.com
http://temmabashi-rc.com

＜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

ＡＵＧＵＳＴ
♪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

8月1日木曜日17時30分より、神戸元町「中国酒
家 トアロード店」にて、No3、5、6のテーブル情
報集会が開催されました。中村会長、中島幹事に
も参加頂き、また寺杣会員の飛び入り参加もあ
り、総勢18名の出席となりました。
中村会長の挨拶、衣斐会員の乾杯にて始まり、
中華料理のコース料理を堪能致しました。
17時30分からの開会予定でしたが、
さすがロー
タリアンの皆さん、時間厳守の集まりが素晴ら
しく17時過ぎには、
ほぼ全員が揃ってのスタート
でした。
料理は、フカヒレの刺身に始まり、カニの春雨
炒め、牛肉の煮込みなど、全料理かなりの好評
で、参加者全員お腹いっぱいになりました。
途中、会員の近況報告では、石田会員の「モン
ゴル・ウランバートル ドクターカー寄贈訪問
団」の報告に花が咲き、会場は大いに盛り上がり
ました。
最後は、今期のスタートに対する意気込みや
心意気も話題に上り、非常に有意義な会となり
ました。

日 時：８月２１日（水）19:30～21:00
内 容：「東ゾーン代理の卓話」
（担当：専門能力開発委員会）
場 所：錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 濱里 友希
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：８月１９日（月）

８

枝豆豆腐 いくら 山葵 チャービル 旨出汁

☆☆ 今日のプログラム ☆☆

五目御飯 香の物 赤出し汁
西瓜 ブドウ ミント

ＮＯ．２４８１

次々週（８月２２日）のお知らせ

１）イブニング例会（2482回）
１）例 会 （2481回）
２）ソング
友と呼べるのは
２）ソング
四つのテスト
３）卓 話 会員増強・新クラブ結成推進月間記念卓話
「会員増強について」
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会
委員長
藤井 眞澄 様
会員強化組織委員会

16ヵ年 北村 修久 16ヵ年 西井 幾雄

☆☆ ８月度の結婚記念日 ☆☆
御木 威

冬瓜スープ煮 穴子山椒煮 人参 オクラ 南京
鱸蓼味噌焼き 合鴨ロース 酢取茗荷

２０１９

会員増強・新クラブ結成推進月間

☆☆ ８月度の在籍表彰 ☆☆
☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

2019-2020年度RIテーマ

(以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

友と呼べるのは

信じ合っているから

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一

一、友と呼べるのは

ねがいが同じだから

大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

友と呼べるのは

世界を作るために

しごとは違って も

平和で暖かい

世界を作るために

一人一人の

平和で暖かい

許し合っているから

ロータリークラブ

二、友と呼べるのは

のぞみが同じだから

おおロータリー

友と呼べるのは

時間は違っても

世界に満たすために

一人一人の

奉仕の理想を

世界に満たすために

ロータリークラブ

奉仕の理想を

おおロータリー

皆様こんにちは。本日はガバナーの公式訪問
でございます。国際ロータリー第２６６０地区
ガバナー四宮孝郎様、地区大会実行副委員長上
田直樹様、地区幹事成田博美様、ご来訪ありがと
うございます。例会前に理事、役員との懇談会を
行いました。四宮ガバナーの優しいお話に緊張
も和らぎ忌憚ない意見の交換を行い有意義な時
間でした。ありがとうございました。後ほど皆様
にもガバナーのお話をお聞きいただきたいと思
います。
本日は若くて元気溢れる大阪天満橋ローター
アクトクラブ会長北山慎基様、幹事濱里友希様、
社会クラブ奉仕委員長蔵元郁子様、ようこそい
らっしゃいました。
7月26日より7月30日、郡会員と石田会員がモン
ゴルにドクターカーの寄贈に参りました大変な
道中お疲れ様でした。

7月27日2019-2020年度クラブ社会奉仕、国際奉
仕合同委員長会議に荒木幾夫会員が出席して参
りました。お疲れ様でした。
7月26日大手前ロータリークラブに私と中島
幹事で訪問してきました。三世代合同社会奉仕
事業と三世代合同例会の多数の出席をお願いし
てまいりました。大手前ロータリークラブは少
人数で少し寂しい例会で活性化のバズセッショ
ンに参加し意見を交換してきました。一番は会
員増強、退会防止、何処も同じなのです！「今、
皆で行動しよう。1人が1人を連れて来よう」何処
も同じだなと思い活性化の一番は会員の本気度
だなと痛感しました。
本格的な夏の暑さです熱中症にはくれぐれも
注意してください。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2019-20年度 地区大会」のご案内が届いて
おります。登録申込書とリーフレットをお配
りしておりますので出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。なお、ポスターを掲示板
に貼っておりますのでご覧ください。
②公益財団法人ロータリー日本財団より2019年1
月1日から6月末日までに受領分の「確定申告
用寄付金領収証」・「税額控除の証明書」（領
収書の裏面に印刷）が届きましたのでポスト

☆☆ 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
７名
０名
０名

会員総数
48名
会員出席
34名( 43名)
出席規定適用免除 18名
会員欠席
9名

にお配りしております。「寄付者の皆様へ」も
ご一緒にお配りしていますので内容のご確認
をお願いいたします。なお、領収書の再発行は
できませんので確定申告時まで大切に保管し
て頂きます様にお願いいたします。
③「2019-20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。
④NO2・4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。
⑤№3・5・6テーブル情報集会が本日17：30から神
戸三宮「中国酒家」にて開催されます。関係各
位よろしくお願いいたします。
⑥次々週8月15日（木）は定款により休会にさせ
て頂きます。事務局もお休みさせて頂きます。
なお、事務局の夏季休暇は8月13日（火）～8月
16日（金）までです。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

8月1日の出席率
79.07％
４週間前（7月11日）の
メークアップを含む出席率 81.40％
メークアップ実施会員
1名（欠席者9名)

合計金

58,000円

累計金

355,000円

－－ モンゴル・ミッション －－

☆☆ 先週（8 月 1 日）の卓話 ☆☆
「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 四宮 孝郎 様
11時30分から当クラブ理事・役員との懇談に続
き公式訪問例会で、ＲＩ会長テーマ、2019-20年度
第2660地区年次目標について卓話いただきまし
た。卓話の詳細につきましては別紙の印刷物を
ご参照ください。

敬称を略す

四宮孝郎ガバナー本日ご来訪ありがとうござい
ます
中村 修
四宮孝郎ガバナー本日はご指導の程宜しくお願
い致します。
石田 道夫
四宮ガバナー本日お越しいただきありがとうご
ざいます
中島 清治
四宮ガバナー本日はご来訪誠にありがとうござ
います
永田 秀次
四宮ガバナーよくお越し下さいました。
南川 和茂
四宮ガバナーようこそお越し頂きました。
寺杣 晃一
モンゴル・ミッション(第二回米山大会及びド
クターカー贈呈)無事終了して帰国致しまし
た。
郡 悦清・石田 道夫
郡さん、石田副会長先週はモンゴルプロジェク
トご出席おつかれ様でした。
川原 和彦
郡、石田会員、日本、台北三世代国際奉仕事業
のモンゴルへ出席されご苦労様でした。
橋本 守之
中川さんいつもいつも素敵なアルバムをありが
とうございます。
川原 和彦
誕生日自祝
寺杣 晃一
令和元年8月1日

）内は会員総数を基準とした値

☆☆ 地区大会ＰＲ ☆☆
2019年12月13日（金）と14日（土）に開催され
ます「国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区 2019-2020年度地区
大会」のご案内に上田 直樹地区大会実行副委員
長にお越し頂きました。

大阪中之島RCと台北福齢扶輪社が5年前から
企画しておりましたモンゴルへのドクターカー
の寄贈が、大阪天満橋RC・台北陽明扶輪社両三世
代RC及びモンゴル・ピース・アベニューRCとの共
同で実現。7月26日に当クラブ郡パスト会長と石
田会員が韓国仁川空港経由にてウランバートル
へ、翌日27日は当地
で「米山学友による
第2回世界大会“絆
in モンゴル”」が開
催され我々も参加、
約500人程の盛大な
大会でした。夜は台
北3クラブの方々と
夕食（火鍋）をご一緒
して懇親を深めまし
た。翌28日は早朝よ
りバス2台に分乗し
180キロ程北の病院に向けて出発！悪路の草原
を北へ北へと途中ゲル（中国ではパオ）に立ち寄
り馬乳酒を振舞って戴く、甘酸っぱいヨーグル
トのような味、アルコール度は３％程、美味し
かったです。更に北上雨の少ないモンゴルで雨
が降り出して、4時間程経過残り３０～４０キロ

程の所で道は泥濘だらけ、この先走行が非常に
困難となり先方病院と連絡し打ち合わせ。仕方
なく途中まで引き返しゲルへ。ドクターカーも
病院より医師共々に来ていただき、そこでドク
ターカーの機器取り扱いの説明を行い、贈呈式
を執り行いました。

現地のVIPも参加され、心よりの感謝の気持ち
を表現されておりました。この様な環境ではド
クターカーは絶対必要と思います。今回の訪問
は非常に過酷なミッションでしたが、現地の皆
様の嬉しそうで感謝の気持ちをお聞きしますと
本当に良い事業であったと思えました。

