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OSAKA-TEMMABASHI

（２０２０～２０２１年度 ３月）
会

員

第2 6 6 0地区 大阪天満橋ロータリークラブ 創 立 昭和42年(1967)11月4日

名

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 中島 清治
幹 事 髙橋 俊起

◎仲西・○望田・卓話者・川本・郡・森本・福原

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

Ｎｏ．２

◎中村(修)・○御木・西井・鍬田・末澤・坂本・坂口・勝見

Ｎｏ．３

◎吉村・○坂東・山本・重里・石田・梅本・西浦

2020-2021年度RIテーマ

＜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

ＭＡＲＣＨ

４

２０２１

ＮＯ．２５３１

水 と 衛 生 月 間

Ｎｏ．４

☆☆ 今日のプログラム ☆☆

◎箕村・○西原・西田・中村(健)・髙田・寺杣・川原・大矢
１）例

Ｎｏ．５
Ｎｏ．６

会 （2531回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

◎平尾・○柳澤・井戸・髙松・溝手・衣斐・橋本・在本

３）コロナ禍による休会時の表彰等

ビジター並びにＳＡＡ、副ＳＡＡ
◎二宮・○小寺・中川・荒木・南川
◎テーブルマスター

○サブマスター

（ 敬称略 ）

☆☆ １２月度の在籍表彰 ☆☆
20ヵ年 西浦 司

☆☆ １２月度の結婚記念日 ☆☆
望田 謙三

☆☆

１月度のお誕生日

2日 森本 成峻
19日 大矢 平治

☆☆

南川 和茂
7日 吉村 圭太
23日 鍬田 充生

１月度の在籍表彰

30ヵ年 郡 悦清
9ヵ年 勝見 茂
1ヵ年 西田 勤

☆☆

☆☆

13ヵ年 荒木 幾夫
4ヵ年 御木 威
1ヵ年 坂口 雅俊

☆☆ １月度の結婚記念日 ☆☆
溝手 悟
西田 勤

柳澤 興平

森本 成峻

☆☆ ２月度のお誕生日 ☆☆
5日 坂東 信幸
19日 髙橋 俊起

15日 望田 謙三
28日 郡 悦清

☆☆ ２月度の在籍表彰 ☆☆
25ヵ年 山本 喬一

☆☆ ２月度の結婚記念日 ☆☆
重里 國麿

次週（３月１１日）のお知らせ
１）例

会

２）卓

話

（2532回）
「科学から見る老化と
スマホの影響」

米山奨学生
サリム ロニー クリスティアディ 様
国際奉仕委員会

☆☆ ３月度のお誕生日 ☆☆
06日 橋本 守之
10日 衣斐 孝雄
19日 二宮 彰久

6日 坂本 一民
12日 中村 修
27日 西原 潔
（以上敬称略）

＊＊ 13 週 間 前 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
12月になり、恒例の流行語が発表されました。
コロナ関連と合わせて「鬼滅の刃」という漫画も
ランクインされました。この漫画の登場人物の
言葉に「足を止めて蹲っても時の流れは止まっ
てくれない。共に寄り添って悲しんでくれない」
というセリフがあります。この言葉を紹介した
のは、大阪のコロナに関する報道をに接したか
らです。大阪府も大阪市もコロナの病床を確保
したと言いますが、人手不足が深刻になってい
ます。世界中のコロナの対策を見ながら、専門家
がこぞって秋冬には感染者数が増加すると言っ
ているのを聞きながら、この時期に人手不足と
いうのは一体何をしていたのだと。時の流れは
止まってくれないのに。
ここまでが前置きでして、今日の話のメイン
はここからなのですが、昨日のRACの例会の中で、
RACの女性会員、実はこの会員は看護師をされて
いるのですが、人手が足りない病院の要請を受

☆☆ 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
２名
０名
０名

会員総数
会員出席

44名
32名( 39名)
18名
7名

会員欠席

けて、応援に志願し今月からその病院で実働さ
れるとのことです。もちろん、自身が感染するリ
スクもあるのに、あえて志願されたということ
に頭が下がる思いでした。行政がだらしない分、
我々自身が、自分で何ができるかを考え行動す
るしかないと改めて思った次第です。
先ほどの「鬼滅の刃」のセリフには、このよう
な言葉が前にあります。
「歯を食いしばって前を
向け」。我々も前を向いて進んでいきたいと思い
ます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①12月1日よりロータリーレートが1ドル＝105円
に変更になっております。
（11月のレート 1ド
ル＝104円）
②「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて12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。
③「地区大会当日のご案内」を本日お配りして
おります。
④「新年初例会」出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
⑤ロータリー国際大会及び陽明ＲＣ４４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。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
髙松 貞彦
誕生日自祝
西浦 司
誕生日自祝
石田 道夫
誕生日自祝!！
中川 政照
誕生日自祝
柳澤 興平
誕生日自祝
西田 勤
①中島会長 結婚記念日お祝いありがとうござ
いました。
②欠席続きお詫びします。
川原 和彦
結婚記念日自祝
会長きれいなお花ありがとうございます
箕村 保
福井興先生がお亡くなりになり本当にさみしく
心からご冥福をお祈りいたします。 坂本 一民
本日の卓話よろしくお願いします。 中村 修
中村親睦委員長 明るい話をお願いします。
南川 和茂

）内は会員総数を基準とした値

12月3日の出席率
82.05％
16週間前（11月12日）の
出席率 81.82％
2名（欠席者10名)
中村委員長、卓話がんばって下さい 在本 茂
中村会員 卓話楽しみにしています。 中川 政照
中村修会員 本日の卓話ガンバ！
石田 道夫
中村さん 本日は突然の対応有難う御座居ま
す。
髙橋 俊起
中村委員長 卓話頑張って下さい。 望田 謙三
中村委員長 卓話楽しみにしております。
坂口 雅俊
欠席のお詫びとして
西井 幾雄
連続欠席のお詫び
坂東 信幸
令和2年12月3日

合計金

85,000円

累計金 1,370,000円

☆☆ 13 週間前(12 月 3 日)の卓話 ☆☆
「天ぷらにソースをかけますか？」
中村 修会員
食文化における東西の違い。
古くから『東』と『西』に区別されることが多
かった。
本日は、そんな中でも、食文化における東西の
違いについて紹介します。
同じ単語に扱われているのに、思い浮かべる
ものが東西では違うのです。
しばしば関東と関西では文化の違いが話題に
なります。
例えばエスカレーターに乗るとき、どちら側
に立つか、関西以外では、左に立つことが一般
的。
関西では大阪万博開催の折、阪急電鉄のアナ
ウンスをきっかけに右に立つことが浸透したと
いう。
このように地域によって考え方や生活、文化
に出てくるが『食』について調べてみると面白い
ように、東西の違いを知る事になる。ここで紹介
するのはほんの一部です。
①天ぷら （天つゆ） （ソース）
②麺類
（うどん） （そば）
③うなぎの蒲焼 （背開き） （腹開き）
④肉
（豚） （牛肉） （鶏）
⑤寿司
（握り鮨） （箱鮨）
⑥豆腐
（木綿）
（絹ごし）
まだまだ続きあります。続きは卓話にて～。

－－ 職業奉仕委員会より －－

令和2年10月18日に開催致しました、職業奉仕
賞授与式にやむを得ずご欠席となった受賞者で
ある北消防署消防司令補の三浦 充様の職場へ、
12月1日(火)に中島会長、髙橋幹事と一緒に表彰
状と目録を届けに行って参りました。奥中署長
様、山崎副署長様、川本消防司令様にもご同席頂
き、無事に届けることができました。これで職業
奉仕賞授与式、mission completeとなりました。皆
様ありがとうございました。

－－ 大阪天満宮参拝 －－

1月7日（木）新型コロナウイルス感染拡大防止
の為例会は臨時休会となりましたが、自由参加
で大阪天満宮にご参拝し新年のご祈祷をいただ
きました。
－－ 3月度定例理事会・第2回被選理事会 －－

－－ 社会奉仕活動報告 －－

2月26日（金）天満宮会館にて、3月度定例理事
会及び第2回被選理事会を開催致しました。
定例理事会では、主に緊急事態宣言後のスケ
ジュールについて話し合われました。被選理事
会では、委員会メンバーや予算案について話し
合われました。ご参加の皆様お疲れ様でした。
理事会終了後、寺井名誉会員よりいただいた
ご招待券で盆梅を楽しんで参りました。
寺井名誉会員のご厚意に感謝申し上げます。

12月9日（水）日本分析化学専門学校４階にお
いて、日本分析化学専門学校及び大阪赤十字献
血センターの協力のもと、同校の生徒さん、職員
の方々多数の方に協力頂き、献血受付８７名、内
採血７１名の方の献血を行いました。本年度は
コロナ禍の中、生徒さんを時間単位で分散して
いただき、又、ベッド数を減らし、間隔を空けて
の実施となりましたが、昨年と同等以上の献血
をしていただき設営頂きました大阪赤十字血液
センターの職員の方、会場提供と多くの生徒さ
んに協力を呼び掛けて頂きました重里会員あり
がとうございました。
社会奉仕委員会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ミネストローネ、バジルピストー添え
ハンバーグステーキ、ソース・シャスール
ヨーグルトと金柑のムース
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

