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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
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水 と 衛 生 月 間
次週（３月１８日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）卓 話

１）例

（2532回）
「科学から見る老化と
スマホの影響」

会 （2533回）

２）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

３）第3回被選理事会
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月度の在籍表彰

42ヵ年 井戸 幹雄
28ヵ年 鍬田 充生

☆☆

33ヵ年 南川 和茂
19ヵ年 末澤 正大
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆さま、本当にお久しぶりです。
多くの皆さまに本日の例会にご参加いただき
ましたこと、感謝申し上げます。
本来であれば、「メリークリスマス！」であっ
たり、「明けましておめでとうございます」「商
売繁盛で笹持ってこい」
「ハッピーバレンタイン」
「雛祭り」など時候の挨拶を申し上げたかったと
ころですが、あっという間に季節が一つ進んでし
まいました。
まだまだ一都三県の非常事態宣言は明けてい
ませんし、変異型ウィルスの蔓延も心配されてい
ます。何卒、皆さまにおかれましては、お身体に
はご留意いただきますようお願い申し上げます。
さて、幾つかの報告事項がございます。地区よ
り2021-22年度地区委員の委嘱状が仲西 良浩会
員（ローターアクト委員会 副委員長）
・御木 威
会員（社会奉仕委員会 委員）私、中島 清治（研
修委員会 委員）に届いております。また、公益
財団法人 ロータリー日本財団より中村修会員
にマルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン
が、坂東信幸会員、吉村圭太会員にポール・ハリ
ス・フェロー・ピンと認証状が届いております。

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より
橋本守之会員、勝見茂会員、箕村保会員、仲西良
浩会員、西井幾雄会員に米山功労者マルチプルの
感謝状、吉村圭太会員に第1回米山功労者の感謝
状が届いております。以上につきましては、後程
お渡し致します。最後に、公益財団法人 ロータ
リー米山記念奨学会より第62回米山功労クラブ
の感謝状、End Polio Now：「歴史をつくるカウン
トダウン」キャンペーンの感謝状、2019-20年度
ロータリー賞の表彰状が当クラブに届いており
ます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①3月のロータリーレートが1ドル＝106円に変更
になっております。（2月のレート 1ドル＝104
円）
②「ロータリーの友」1月号～3月号をお配りし
ております。併せて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会員身分証明書を会員ポストにお届けしてお
りますのでご確認をお願いいたします。
④「2019-20年度年次報告書」を本日お配りして
おります。
⑤クラブ協議会のご案内を本日お配りしており
ます。出欠のご返事を事務局までお願いいた
します。
⑥「2020-21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。

☆☆ 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
会員欠席

44名
34名(40名)
18名
6名

⑦5月29日（土）ＩＭ６組ロータリーデーが中止
となりました。
⑧6月12日～16日に台北(台湾）で開催予定でした
ロータリー国際大会が、バーチャル行事とし
て開催されます。
⑨3月28日(日）
三世代合同社会奉仕事業は中止と
し、5月13日太閤園にて三世代合同例会が開催
されます。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

3月4日の出席率
85.00％
16週間前（11月19日）の
出席率 76.32％
4名（欠席者13名)
吉野宮滝から大阪市中央区のドーンセンターに
て、在校生の送辞と卒業生の答辞は涙ながら話
されており、素晴らしい青年功績賞授与式でし
た。また、３月７日のなるかわの森はコロナ事由
を考慮し、記念品と表彰状を財団理事に卒業生
に授与をお願いいたしました。

敬称を略す

3月6日卆寿を自祝し、皆さんの益々ご健勝をお
祈りいたします
坂本 一民
誕生日自祝
橋本 守之
3月誕生日自祝
衣斐 孝雄
12月の結婚記念日自祝
南川 和茂
30ヶ年在籍並びに誕生日自祝
郡 悦清
誕生日自祝
鍬田 充生
誕生日（1月度）の自祝
大矢 平治
25か年在籍表彰自祝
山本 喬一
20ヶ年在籍を自祝して
西浦 司
結婚記念お花ありがとうございます 溝手 悟
在籍表彰自祝
荒木 幾夫
誕生日自祝
中村 修
結婚記念日と誕生日自祝
森本 成峻
誕生日自祝
髙橋 俊起
結婚記念日自祝
柳澤 興平
誕生日自祝
坂東 信幸
在籍4ヶ年自祝
御木 威
誕生日自祝
西原 潔
イロイロと自祝
望田 謙三
一ヶ年在籍自祝。今年も宜しく！ 西田 勤
本日、酒樽ありがとうございます 坂本 一民
久し振りの例会。たくさんの皆さんにお目にか
かれて嬉しきかぎりです
髙松 貞彦
おひさしぶりです
西井 幾雄
皆様久しぶりです
中島 清治
皆様お元気ですか 久々のニコニコ 寺杣 晃一
令和3年3月4日

合計金

145,000円

累計金 1,515,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

－－ 青年功績賞授与式 －－
本年の青年功績賞授与式の大阪市青少年活動
協会はコロナ事由にて記念品と表彰状を２月に
卒業生５０名分をお届けいたし、時期をみて近
日中に４か所の各々の活動センター長より、卒
業生に中島会長のお祝いのメッセージと共に授
与されます。また、大阪府青少年活動財団（卒業
生２１人）はコロナ事由にて、３月６日に奈良県

バーベキューチキン、グリルベジタブル添え
赤ワインとチポトレバーベキューソース
チョコレートテリーヌ、バニラクリーム、
ストロベリーコンポートソース
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

