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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 ☆☆

ＮＯ．２５１２
次週（７月１６日）のお知らせ

１）例 会

（2512回）

１）例

２）卓 話

「早30年ロータリーと仕事

２）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

（前編）」

会 （2513回）

３）ガバナー補佐訪問懇談会

郡 悦清会員

☆☆

７月度のお誕生日

13日 川本 浩

☆☆

16日 仲西 良浩

７月度の在籍表彰

52ヵ年 川本 浩
7ヵ年 寺杣 晃一

☆☆
☆☆

37ヵ年 橋本 守之
4ヵ年 坂東 信幸

2ヵ年 小寺 寿矢

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
石田 道夫

＊＊

南川 和茂

中島 清治
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本年度、一年間会長を務めさせていただきま
す。何卒よろしくお願い申し上げます。
本日は、卓話の時間に少しお時間をいただき
本年度のお話しをさせていただけるということ
なので、この時間は簡単にご挨拶させていただ
きたいと思います。
2011年、
東日本大震災の年に入会をさせていた
だき、９年目を迎える本年、歴史と伝統のある大
阪天満橋ロータリークラブの会長を務めさせて
いただきます。
正直、突然のことでもあり、ある意味力仕事を
するには地声の大きい中島が適任ということで
ご推挙いただいたものと思っています。皆様の
ご協力をいただきながら、精一杯務めさせてい
ただきます。改めてですが、一年間何卒よろしく
お願い申し上げます。

後の時間でお話しさせていただきますが、こ
のロータリーという組織は、本当に魅力ある素
敵な組織であると思っています。
何卒、皆様におかれましては、このロータリー
クラブを多くの方に知っていただき、一緒に活
動するメンバーを一人でも増やしていけるよう
ご協力をお願いします。
改めて、一年間宜しくお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①会員身分証明書・ロスター２冊を会員ポスト
にお配りしております。個人情報保護の意味
からロスターにナンバーリングをさせていた
だいておりますのでよろしくお願いいたしま
す。なお、年次計画書は7月16日のクラブ協議
会当日に全会員に配布させていただきます。
②7月1日からロータリーレートが1ドル＝107円
に変更になっております。（６月 1ドル＝108
円）
③「2020-21年度 上半期会費のお願い」を本日会
員ポストにお配りしています。お振り込み宜
しくお願いいたします。
④座席表（7～9月分）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「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて7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。
⑦2019－20年度 秋のRYLAセミナー報告書DVDが
事務局に届いております。

☆☆ 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

２名
４名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

☆☆ にこ にこ 箱 ☆☆

44名
34名(41名)
18名
7名

敬称を略す

本年度よろしくお願いいたします 中島 清治
中島丸の航海の始りです。一年間ご指導ご支援
をよろしくお願いします。
鍬田 充生
不手際、ご迷惑をお掛けするかも知れません
が、本日より１年間宜しくお願い致します。
髙橋 俊起
中島会長、役員の皆様一年間ガンバって下さ
い。
中村 修
中島会長 理事・役員の皆様、一年間お世話に
なります。
石田 道夫
本年度の青少年奉仕委員会を宜しくお願い
します。
仲西 良浩
中島清治会長、髙橋俊起幹事この一年よろし
くお願いいたします。
坂本 一民
コロナ禍の中、公私共大変ご多端な中、中島
会長始め副会長、幹事、理事役員の皆様ご尽
力の程をお願い申しあげます。 井戸 幹雄
中島会長、髙橋幹事、理事役員の皆様一年間
ご苦労ですが頑張って下さい
橋本 守之
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事よろしくお
願いします。
南川 和茂
中島会長の船出を祝して
郡 悦清
中島・髙橋丸の無事、出港を記念して
おめでとうございます。
中川 政照
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事、一年間御
苦労様でございます。
在本 茂
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事、一年間頑
張って下さい。
髙田 肇
中島丸、破乱の中の船出を頑張って下さい。
大矢 平治
中島会長、髙橋幹事はじめ理事役員の皆様一
年間よろしくお願いします。
山本 喬一
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事、理事役員
の皆様１年にわたる無事の航海をお祈りし
ます。
川原 和彦
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事、これから
１年間宜しくお願いします。
中村 健輔
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事、理事役員
の皆様１年間宜しくお願い致します。
寺杣 晃一
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事、他理事役
員の皆さま、１年間宜しくお願いします。
平尾 彰彦

）内は会員総数を基準とした値

7月2日の出席率
82.93％
５週間前（6月4日）の
出席率 76.74％
1名（欠席者11名)
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事、頑張って
下さい。
溝手 悟
中島会長の船出を祝して
柳澤 興平
中島会長、引き続き頑張って下さい。
小寺 寿矢
一年間よろしくお願い致します。
二宮 彰久
一年間よろしくお願いします。
望田 謙三
令和2年7月2日

合計金

146,000円

累計金

146,000円

☆☆ 新年 度初 例会 ☆☆
7月2日（木）新年度初例会において中島 清治
会長から新年度方針の発表に続き、理事役員か
ら１年間の決意が表明がされました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
鴨胸肉のスモークと水茄子のサラダ、
山葵風味のガスパッチョ添え
ローストチキン、リソレポテト、
サルサヴェルデ
桃のコンポート、ハイビスカスゼリー
コーヒーまたは紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

