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2021-2022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 （2538回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「会長・副会長・幹事・
理事・役員就任挨拶」
寺杣 晃一会長 ほか

ＮＯ．２５３８
次週（７月８日）のお知らせ

１）例 会 （2539回）
２）ソング
我等の生業
３）卓 話 「近ごろ夜空を見上げたこと
ありますか？」
寝屋川ロータリークラブ
青少年奉仕委員会
委員長 向井 弘 様
仲西 良浩会員紹介

☆☆

７月度のお誕生日

13日 川本 浩

＊＊

会長
寺杣 晃一
この度大阪天満橋ロータリークラブ会
長にご推挙頂き、お受けさせて頂くこと
になりました。私は入会させて頂き８年
間になりますが、その間に素晴らしい仲
間との出会いがあり様々な奉仕活動な
ど、このクラブを通して貴重な経験をさ
せて頂きました。
１９６７年に創設されたクラブは５０
年以上の年月となり、時代による価値観
の変遷など様々な経験を重ね今日に至
り、設立当初から近年入会された会員ま
で幅広い世代により構成されたクラブと
して脈々と受け継がれてまいりました。
皆様の想いや、お世話になりましたク
ラブ、ロータリーのお役に立てるならと
いう思いで運営に邁進してまいりますの
で、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

16日 仲西 良浩

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

『会長就任にあたって』

☆☆

幹 事 報 告

＊＊

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて5月号6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。
②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。
③「2021-22年度 ロータリー手帳」を必要とご
返事頂いておりました方々にお配りしており
ます。
④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。
⑤昨年お配りしましたヒルトンホテルのギフト
券の有効期限が2021年8月20日までとなってお
ります。有効期間内にご使用くださいますよ
うお願いいたします。
⑥本日例会終了後 6月度定例理事会（新旧合同）
が4F「銀河の間」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月度理事会決定事項

☆☆

・2021-22年度年間行事予定及び予算の決定
・今後危機管理・戦略委員会（仮称）の設置
・例会時、会員の時間（1分間スピーチ）の新設

☆☆ 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
会員欠席

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

44名
33名( 40名)
18名
7名
敬称を略す

6月度の在籍表彰と5月度の結婚記念日表彰を祝
して
坂本 一民
43ヵ年在籍自祝
髙松 貞彦
在籍10ヶ年自祝ならびに1年間本当にありがとう
ございました
中島 清治
在籍表彰自祝
箕村 保
4月度結婚記念日自祝
井戸 幹雄
4月度の結婚記念日自祝
大矢 平治
5月に結婚記念日を迎えました。お花を有難う
ございました。
山本 喬一
誕生日自祝。81才になりました。
溝手 悟
6月度結婚記念日自祝。中島会長一年間有難う
ございました。
西浦 司
中島会長、結婚記念日のお花、ありがとうござ
いました。
坂口 雅俊
誕生日自祝。会長、理事の皆様一年ご苦労様で
した。
小寺 寿矢
一年間ありがとうございました。コロナ禍の
中、皆様方のご協力に感謝。
鍬田 充生
1年間お世話になりました。有難う御座居まし
た。
髙橋 俊起
コロナ騒ぎでいろ々大変でしたね！来年も宜し
く頼みます。本年は皆様のお顔を拝見する機会
が少なかったので、少しだけ寂しかったです。
衣斐 孝雄
コロナでの1年間でした。中島会長・髙橋幹事
には大変な1年間でしたがご苦労様でした。
橋本 守之
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事はじめ、執行
部の皆様ご苦労様でした。
南川 和茂
中島会長はじめ理事・役員の皆様一年間ご苦労
様でした。
郡 悦清
中島会長はじめ皆さん大変な国難のときをお世
話になりました。
大矢 平治
会長、副会長、理事役員の皆様、1年間コロナ
の中御苦労さまでした。
在本 茂
中島会長、鍬田副会長、髙橋幹事お疲れ様でし
た。1年間活動ができず、残念だったろうと思
います。
髙田 肇
中島会長・鍬田副会長・髙橋幹事理事役員の皆
様一年間お疲れ様でした。
石田 道夫
一年間コロナ禍において中島会長、髙橋幹事あ
りがとうございました。
末澤 正大
一年間ありがとうございました。 仲西 良浩
中島会長、幹事理事役員の皆様、1年間ご苦労
様でした。
寺杣 晃一

）内は会員総数を基準とした値

6月24日の出席率
82.50％
14週間前（3月25日）の
出席率 76.92％
1名（欠席者10名)
会長、幹事、理事の皆様コロナ禍で大変でした
が一年間ご苦労様でした。ありがとうございま
した。
平尾 彰彦
中島会長、理事役員の皆様一年間おつかれさま
でした。
二宮 彰久
令和3年6月24日
合計金
200,000円
累計金 1,976,000円
☆☆ 木槌伝達式 ☆☆
2020-21年度中島 清治会長より2021-2022年度
寺杣 晃一会長に木槌が引き継がれました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
７月第１例会のお知らせ
日 時：７月７日（水）19:30～20:50
内 容：「2021-2022年度 初例会 所信表明」
場 所：「pack01」
大阪府大阪市天王寺区小橋町3-9
登録料： RC 会場参加者5,000円
ZOOM参加者2,000円(振り込み)
登録先：幹事 藤戸 凌
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：７月２日（金）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
鯛素麺 順才 いくら 旨出汁 柚子
鱧(はも)落とし 刻み茗荷
蓮芋(はすいも)昆布〆 大葉 酢味噌
米茄子 トマトソース・チーズ焼き
鶏照り焼き 青唐
とうもろこし御飯 ゆかり 香の物
赤味噌仕立て（豆腐・榎茸・若布）
無花果蜜煮 西瓜 ミント葉
コーヒーまたは紅茶

