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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 （2540回）
２）ソング

ロータリー讃歌

３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）
４）ガバナー補佐訪問懇談会

☆☆ 吉村

ＮＯ．２５４０
次々週（７月２９日）のお知らせ

１）例 会 （2541回）
２）ソング
我は海の子
３）卓 話 「ここだけのお話」
髙松 貞彦会員
４）8月度定例理事会

昭ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
☆☆

７月度の結婚記念日

髙橋 俊起

吉村 圭太

☆☆

平尾 彰彦
（以上敬称略）

＊＊

国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第６組
よしむら

あきら

吉村 昭

ガバナー補佐 【大阪平野RC】

プロフィール
【職 業】株式会社 ハニー・ビー
代表取締役社長
【ロータリー歴】
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入会
幹事
副会長
地区クラブ奉仕・
拡大増強委員長
2014年-15年度 会長
2019年-20年度 創立45周年実行委員長
ベネファクター、
マルチプル・ポールハリス・フェロー、
米山功労者

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日は大手前ロータリークラブの多田会長、
竹森副幹事様ようこそお越し頂き有難うござい
ます。大手前ロータリークラブとは三世代合同
社会奉仕事業で大手前整肢学園園児を須磨海浜
水族園へ招待した事などが思いだされます。今
後、ともに地域社会に良い共同事業が出来れば
と思います。
先の7月3日の豪雨により、熱海伊豆山地区に
土石流災害が発生し警察、消防、自衛隊により、
今なお救助活動が続いております。被災された
方々ならびに関係者の皆様には心よりお見舞い
を申し上げます。 当クラブにもガバナーを通
じ支援金の要請を受け、理事会において協力の
対応を検討してまいります。
昨日、大阪天満橋ローターアクトクラブの新
年度初例会が開催され当クラブより郡副会長、
平尾幹事、望田ローターアクト担当副委員長、他
多数会員の皆様と共に出席致しました。ロー
ターアクト今西会長、委員会により、「天満橋の
木」というテーマに今年度の方針など力強い
メッセージを聞かせて頂きました。
中島直前会長にベネファクターの認証状と記
章が届きお渡しさせて頂きます。

☆☆ 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
１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

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。
②「2021-22年度 上半期会費のお願い」を本日会
員ポストにお届けしています。お振り込み宜
しくお願いいたします。
③次週「クラブ協議会」を開催いたします。 出
欠のご返事を事務局までお願いいたします。
④次々週7月22日は定款（祝日）により休会にさ
せて頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂
きます。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

本年度の会長として表敬の御伺とし致します。
大手前ＲＣ会長 多田 秀觀
大手前ロータリークラブ会長副幹事様ようこそ
お越し下さいました。
寺杣 晃一
大手前ＲＣ多田会長竹森副幹事ようこそ、おい
で下さいました。
平尾 彰彦
在籍３８年自祝
橋本 守之
在籍８年自祝
寺杣 晃一
寺杣会長、結婚祝いのお花有難う御座居ました
髙橋 俊起
誕生日自祝と本日の卓話よろしくお願いします
仲西 良浩
在籍表彰自祝
小寺 寿矢
中島パスト会長はじめ理事・役員の皆様、コロ
ナ禍での１年間ご苦労様でした。
又寺杣新会長はじめ新執行部の皆様、本年度宜
しくお願いいたします。私事で恐縮ですが本日
１０ヶ月ぶりの例会出席となりました。休みの
間、会長、幹事そして特にＳＡＡのメンバーの
方には大変ご迷惑をおかけ致しました。ここに
お詫び申し上げます。
中村 健輔
中村健輔さん無事復帰おめでとうございます。
ますますの南ガヨイガンバッテ下さいませ
中川 政照
中村健輔会員お久しぶりのご出席うれしいです
川原 和彦
寺杣会長、平尾幹事お元気ですか？残り４０数
回ガンバッテ下さい
川原 和彦
久し振りです。また宜しく願います。
西井 幾雄

）内は会員総数を基準とした値

7月8日の出席率
82.05％
14週間前（4月8日）の
出席率 82.05％
1名（欠席者8名)
飛行２５００時間達成並びに多発計器ライセン
ス収得自祝
西田 勤
５月、１２月、文珍師匠は陸上多発計器飛行証
明を取得されました。このことは我が国での最
高齢者の取得記録となります。おめでとうござ
いました。
髙松 貞彦
仲西さん卓話ガンバって下さい。 望田 謙三
令和3年7月8日

合計金

106,000円

累計金

251,000円

☆☆ 先週（7 月 8 日）の卓話 ☆☆
「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
現在、日本では星のソムリエ®星空案内人資
格認定制度認定講座が全国数カ所で開催されて
おります。私は2011年4月に資格認定を受けまし
た。2020年4月現在1,089名が認定されており、
その講座や活動内容を紹介します。
私が主に天体望遠鏡を使い撮影した画像を投
影して、月や惑星、星雲、星団、銀河について簡
単に解説させていただきます。
街明かりが多く、見える星の数は決して多く
はありませんが、この時期大阪の夜空には、どの
ような星が輝いているでしょうか？ 月以外に
も夕空には火星、木星、土星が良く見えます。明
け方には東の空に明けの明星金星も一際明るく
輝いています。また、冬の星座は明るい星（恒星）
が多く賑やかで、星座やその星座を形作る個性
豊かな一等星を紹介したいと思います。
最後に大阪近郊の公開天文台等、気軽に訪れ
る事が可能な施設を紹介します。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
カジキマグロの昆布〆カルパッチョ仕立て、
フロマージュブランと夏みかん添え
オリーブオイルパウダー
牛フィレ肉のグリル、ローストローズマリー
ポテト添え グリーンペッパーソース
ガトーサンマルク、バニラアイスクリーム
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

