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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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2511回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓 話 「会長・副会長・幹事・
理事・役員就任挨拶」
中島 清治会長 ほか

『天満橋を楽しもう』
会長
中島 清治
本年度、歴史と伝統を継承してきた大阪天満
橋ロータリークラブの会長に推挙いただきまし
た。
正直、突然のことでもあり、会長という名の重
責を両肩に感じつつ、身の引き締まる思いです。
大阪天満橋ローターアクトの出身でもあり、
ロータリーという環境に相応に身を置かせてい
ただきましたが、まだまだ若輩の身であり、より
一層の研鑽を積んで参りたいと思います。
もとよりお受けした以上、皆さまのご協力を
いただきながら、一年間精一杯クラブ運営に努
めて参りたいと思いますので、皆様の温かいご
支援・ご鞭撻の程を宜しくお願い申し上げます。
本年度の国際ロータリー（ＲＩ）のテーマは、
「ロータリーは機会の扉を開く」であります。Ｒ
Ｉ会長は、ロータリーは無限の機会への招待で
あると言われています。この言葉は、私自身、
しっくりくる実感としてロータリーを表してい
ると思います。
また、本年度、国際ロータリー第２６６０地区
ガバナーは、茨木ロータリークラブの簡 仁一
氏です。地区スローガンは、
「BACK，To the FUTURE
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次週（７月９日）のお知らせ

１）例

会

（2512回）

２）卓

話

「早30年ロータリーと仕事
（前編）」
郡 悦清会員

～基本に戻って、未來へ～」とされています。具
体的には、ロータリーの基本を再認識すること、
ロータリアンとしての誇りと自覚を持つこと、
そして、ロータリーの未来をつくること、です。
私は、このようなＲＩテーマと地区スローガ
ンを受けて、本年度の当クラブのテーマを「天満
橋を楽しもう」とさせていただきたいと思いま
す。ロータリーは、その気になれば、いかなる場
面でも多くの機会が扉を開いて待っています。
そして、当クラブは、長年にわたって地域に対し
て、私たち自身に対して、有意義な特色ある奉仕
活動を続けてきたと自負しています。そのこと
を、きちんと自覚しましょう。本年度も、大阪天
満橋ロータリーの会員として、誇りをもって、楽
しく、工夫を凝らして様々な活動を行って参り
ましょう。
天満橋を楽しむためには、やはりどうしても
会員増強が必須となります。20数年前、ローター
アクトのメンバーであったとき、例会場には本
当に多くのロータリアンが和気あいあいとした
雰囲気の中で語らっておられました。
50名を切っ
ている現在、会員増強と退会防止はセットです。
改めて、今年度の退会者を発生させないとい
う覚悟のもとで、
また今年度末60名という数字を
置いて、皆様とともに楽しい活動に向けて知恵
を出し合い、当クラブの未来をつくっていきた
いと思います。
新しい生活様式のもと、どのような奉仕活動
が可能であるのか、常に悩まざるを得ない状況
です。そうであっても、是非、新しいメンバーと
ともに天満橋を楽しみましょう。
何卒、皆様のご協力をよろしくお願い申し上
げます。

☆☆ 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
５名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

幹 事 報 告

48名
34名(45名)
18名
11名

☆☆

①本日 7・8月卓話予定表をお届けしていますの
で、担当になられた方は3週間前までにテーマ
及び卓話者を事務局までお願いいたします。
②本日例会終了後 恒例の会長と次年度会長の
木槌の引継ぎを行います。
③本日例会終了後 7月度定例理事会が開催され
ます。関係各位よろしくお願いいたします。

☆☆

7 月度理事会決定事項

☆☆

・2020年7月～9月クラブ例会メークアップを受
け入れる
・今年度のニコニコ箱から災害支援基金積み立
てへ10万円移動
・今年度のニコニコ箱を全額本会計へ移動

☆☆ にこ にこ 箱 ☆☆

敬称を略す

結婚記念日自祝（忘れてました） 衣斐 孝雄
ホームクラブ皆出席自祝
中村 修
ホームクラブ１年間皆出席自祝
髙松 貞彦
ホームクラブ１年間皆出席自祝！！ 中川 政照
会長、幹事、理事役員の皆さま有難うございま
した。お陰様で皆出席自祝
寺杣 晃一
ホームクラブ皆出席自祝
髙橋 俊起
メーキャップを含む皆出席自祝 及び１年間本
当にありがとうございました！！ 中島 清治
メーキャップを含む１年間皆出席自祝
南川 和茂
メーキャップを含む１年間皆出席自祝
中村 健輔
メーキャップを含む一年間皆出席自祝
石田 道夫
メーキャップを含む１年間皆出席自祝
平尾 彰彦
皆出席自祝
吉村 圭太
皆出席自祝
望田 謙三
一年間ありがとうございました。皆様に感謝、
感謝
中村 修
中村修会長、中島清治幹事この一年、本当にご
苦労様でした
坂本 一民
中村会長、理事役員の皆様、１年間大変ありが
とうございました
井戸 幹雄
中村会長１年間ご苦労様でした。皆出席自祝
橋本 守之
中村会長、石田副会長、中島幹事、１年間ご苦
労様でした
南川 和茂
中村会長、石田副会長、中島幹事、１年間ご苦
労様でした。中島幹事引き続き宜しく。
郡 悦清

）内は会員総数を基準とした値

6月25日の出席率
75.56％
１５週間前（3月19日）の
出席率 86.36％
3名（欠席者9名)
中村修会長、１年間御苦労様でした。
中村 健輔
中村会長、石田副会長、中島幹事、理事・役員
の皆様、一年間ご苦労様でした
鍬田 充生
中村会長、中島幹事、コロナの中、１年間御苦
労様でした。
在本 茂
中村丸のクルーの皆さん、波乱の年の舵取りお
世話になりました。
大矢 平治
中村会長、中島幹事はじめ理事・役員の皆様、
１年間おつかれ様でした。
山本 喬一
コロナ禍の中、中村会長、石田副会長、中島幹
事、ご苦労様でした。
髙田 肇
中村会長、中島幹事、各理事・役員の皆様一年
間大変お世話になりました。
石田 道夫
第４回中村杯、優勝させていただきありがとう
ございました！！
坂東 信幸
中村会長御苦労様でした。ニヤピン賞ありがと
うございます。
西田 勤
久しぶりです。長期欠席おわびとして
川本 浩
令和2年6月25日
合計金
180,000円
累計金 2,210,000円
☆☆ 木槌伝達式 ☆☆
2019-20年度中村 修会長より2020-2021年度中
島 清治会長に木槌が引き継がれました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
鯵(あじ)の南蛮漬け
鱸(すずき)洗い 鱧(はも)湯引き、ハス芋 大葉
紅立山葵 梅肉醤油
茄子茗荷(みょうが)煮 豚肉の大根おろし煮、
青唐 ヤングコーン ピンクペッパー
伊佐木（イサキ）ソテー、山椒ソース
蒸し玉葱 浅付葱 黄ピーマン 赤ピーマン
とうもろこし御飯、赤出汁 香の物
マンゴープリン 生クリーム、ブルーベリー
コーヒーまたは紅茶

