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月 間 テ ー マ（ 6月 ）
ロータリー親睦活動月間

会長挨拶
会長

金森 市造

2021年6月24日
第1316回（本年度 第34回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話 会長・幹事退任挨拶
金森 市造 会長
村上 俊二 幹事

次回 7/1 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 会長・幹事活動方針
辻 一夫 会長
嶽下 勇治 幹事

本日は、
あと2回の例会後に新年度を迎えることになるので今一度、
皆さん一人ひとりがロータリークラブの会員になる前のことを想い出
して、心新たに2021-2022年度を迎えて頂きたいと思います。
ところ
で、
ロータリーに入会する前に自分が想像していたイメージは、今も
思い出せますか？そのイメージを大切にしていますか？

3．例会場では、
ビジターやゲストの方には、親睦
委員だけでなく全員が温かく迎える
4．卓話中は私語を慎む、
スピーカーの話に傾聴
する
5．各種出欠の返事、
アンケートの回答、事務連絡
の返事は迅速にする
6．各種会費の支払いは、必ず期日を守る
7．服装は清潔に、他の人に不快の念を与えぬよ
うにする
8．
ロータリーの各種会合には、必ずロータリーの
襟章をつける
そのイメージ通りに日々のロータリー活動ができて

9．各種会合の議事録は速やかに作成する

いますか？

10．常に
『4つのテスト』
を心掛ける

私は、
もしロータリークラブにお世話になっていな

11．役員任期は1年、頼まれた各種役員・理事等は、

かったら、
ごく普通の
「歯医者人生」
だったと思います。
私自身は、職業として
『歯科医師』は憧れていました
し、確かに充実した人生だったと、感謝しています。齢
30歳後半より、歯科医師会の会務にも係るようにな
り新米のころより自分の感性で、結構後先を考えず、
思ったことをずけずけ発言していました。
その当時の歯科医師会の役員連中は、
まるで日本相
撲協会が相撲取りをしていた人が役員のように、歯
科医師オンリーそれも結構いろんなつながりの人の
集まりで、会議前には水面下で事前に動きがありまし

可能な限り断らずに引き受ける
12．良いこと、不幸なことなど何かにつけて真心で
接し喜び合い、
なぐさめ合い、助け合うように
心がける
13．会員同士は、会員歴・老若男女にかかわらず
親しく接し分からないことは教えあう

幹事報告 (6/17)
2020-21年度第1315回（第33回例会）

幹事 村上 俊二

た。私なんかは蚊帳の外で、全く外様でしたから外か
ら見る動きで
「なんでやねん？」
という疑問符あれば、
それをぶち上げて質問して問い正したい！という気
分の高まりを感じて会務に参画していました。
そんな
折に、
ロータリーに入会させて頂きロータリーの会務
遂行のためのマニュアルを学ぶことで、自分の会務
の係わりに随分得るものがありました。おかげで、齢
40歳代からは、歯科医師会・歯科医師政治連盟・学
校歯科医会の役員に首を突っ込みましたが、結構自
分の思う方向にて会務参画できました。
齢40歳からお世話になったロータリーの会務の基本

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

をしっかりと学んだお陰と感謝しています。

それではこれからの行事予定を申し上げます。

その教えられた内容を思い出せるものについて下記

■6月17日（木）、本日は来年度からの新会場となり

に列記しました。参考にして下さい。

ますホテルニューオータニ大阪での移動例会であ

1．約束の時間を守る

ります。移動例会もオンライン（ZOOM）併用するこ

2．例会に何かの都合で、出席できない時は、必

とで開催されます。

ず事務局に連絡する

本日の卓話は杉村会員となっております。杉村会

無断欠席は論外、欠席補填（メークアップ）
を

員よろしくお願いします。

必ずする

例会終了後、新年度第1回理事会が開かれます。

■6月24日
（木）、
この日は本年度の最終例会で昼例
会となっております。例会はオンライン（ZOOM）併
用することで開催されます。

すので皆様のご出席よろしくお願いします。
そして、今日が私の本年度の最後の幹事報告となり
ました。
この1年間本当にありがとうございました。

会長・幹事退任挨拶があります。例会場は桜苑で

こころが熱くなる名言たち

杉村 雅之 会員
・世の中には辛いことがたくさんありますが、
それに打
ち勝つことでも溢れています。

ヘレン・ケラー

・昨日は取り戻せないが、明日勝つか負けるか自分次
第だ。 リンドン・ジョンソン
（米国 第36代大統領）
・やった後悔より、
やらなかった後悔の方が大きい。
ルシル・ボール（米国 女優）
・私がこれまで学んできたのは、人はあなたの発言や
行動など忘れてしまうこと。
しかし、
あなたがどのよう
な気持ちを彼らに引き起こしたか、
それだけは忘れ
ないことです。
まずは、
ロータリアンの先輩からの心に留まった言葉
です。
いけない。
これは他薦で或ることの重要性を感じさせられま
した。

ヴインス・ロンバルディ
（米国 フットボールコーチ）
・もし飛べないなら走ればいい。走れないなら歩けば
いい。歩けないのであれば、這っていけばいい。何が
あっても前に進み続けなければならないのです。
マーティン・ルーサー・キングJr（米国 牧師）

・常に姿勢を正しなさい
だれが見ているかわからない、
また姿勢をいうの
は言葉使いであり態度であります。
ロータリアンの諸先輩方にいろんな場面でお言葉
を頂戴いたします。
私にとってそれらは財産です。
・このカオスの時代の真っ只中、冷静に落ち着き続け
ることが、終息へ向かう一番のカギになる。
ジュリー・アンドリュース
（英国 ミュージカル女優）
・必要のない物を識別して手放すことも、知恵の一つ
ジェーン・ファンダ（英国 女優）

・虹をみたかったら、雨も我慢しなくちゃね。
ドリー・パートン
（米国 カントリー歌手）
・いつまでも心に刻んでくれ。君は自分が思うより勇
敢で、見た目より強く、
自分が考える以上に賢いとい
うことを。

・打ちのめされたかどうかではなく、立ち上がったかど
うかが大切だ。

・ゴルフとマージャンは常に誘われる存在でなければ

である。

アヤ・アンジェロウ
（米国 活動家）

アラン・アレクサンダー・ミルン
（英国 児童文学作家）

・ヒーローが普通の人間より勇敢なわけではない。周
りより5分だけ長く勇敢でいられるだけなのだ。
ロナルド・レーガン
（米国 第40代大統領）
・私はどんなことでも、負けるのが嫌い。
でも勝つこと
よりも挫折から学ぶことの方が多い。
セレーナ・ウイリアムス
（米国 女子テニスプレイヤー）
・何事も、成し遂げるまではいつも不可能に見える。
ネルソン・マンデラ
（南アフリカ共和国 第8代大統領）
・ある程度長く生きれば、人生で起こることの大半は
自分のコントロール外にあることはわかってくる。
し
かし、
どう向き合うかは自分のコントロール内である。
ヒラリー・クリントン
（米国 政治家 元ファーストレディー）

・世界には、君以外には誰も歩むことのできない唯一
の道がある。
その道はどこに行き着くか、問うてはな
らない。
ひたすら進め。

ニーチェ
（ドイツ 哲学者）

・最悪な策とは、
ほとんど常に、
もっとも臆病な策である。
ナポレオン・ボナパルト
・態度と言うのはちょっとしたものだが、大きな違いを
生み出す。
ウインストン・チャーチル（英国 第61・63代首相）
・勝っても負けても王者は王者らしい風格を持たなけ
ればならない。
（中略）自身をぐらつかせたりしない
ような、鍛錬された精神力を持たなければならない。
三原 脩（元プロ野球選手）

・強い者が勝つのではない。勝った者が強いのだ。
ベッケンバウワー
（元サッカー西ドイツ代表）
・自分がわかっていないことがわかるということが、一
番賢いんです。

鷲田清一（哲学者）

・成功の反対は失敗ではなく、
「やらない」
だ。
佐々木則夫（サッカー日本女子代表 監督）
・一番大切なのは、
心の声や直感に従う勇気を持つこと。

・こんな世の中だけど、私は信じている。人間の未来
は、善だと。

・愛情には1つしかない。
それは愛する人を幸福にす
ることだ。

スタンダール（フランスの作家）

・愛はお互いに見つめ合うことではなく、供に同じ方
向を見つめることである。
サン＝デグジュペリ
（フランスの作家）

スティーブ・ジョブス
（アップル創業者）
・私にとって最高の勝利は、
ありのままで生きられるよ

アンネフランク

・愛の欠如こそ、今日の世界における最悪の病です。
マザー・テレサ

うになったこと、自分と他人の欠点を受け入れられ
るようになったことです。
オードリー・ヘップバーン
（英国 女優）
・あなたにできること、
あるいはできると夢見ているこ

この卓話の原稿を作成時に感じたのですが、やはり
常に前向きなポジティブな考え方、
「武士は拙速を尊

とがあれば、今すぐ始めなさい。向こう見ずは天才で

ぶと」言う即効性が一番重要であることが解りました。

あり、力であり、魔法です。

ありがとうございました。

ゲーテ
（ドイツ 詩人）

2021-2022 年度 第1回

7月度定例理事会議事録

日 時：2021年6月17日
（木） 13：40〜14：30
場

所：ホテルニューオータニ 地下1F ライラック

出席義務者：理事、役員
出席者：辻（一）
・栗山・丸山・北村（讓）
・小林・上瀬・植屋・村上・村橋・檜皮・嶽下
欠席者：金森・北村（薫）
・佐賀野・井本

以上11名（敬称略）

以上4名（敬称略）

開会の挨拶（辻 一夫会長）

2. お祝いの件

これからの1年間、理事、役員の皆様には大変お世話

クラブが新しい例会場になったことを記念して、そして

になると思いますが、
どうかよろしくお願い致します。

辻年度の新しいスタートを祝って、全会員に3千円程

【審議事項】
1. 例会場変更の件
7月1日より例会場をホテルニューオータニ大阪とし、
事務局も6階（634号室）におく。
⇒［ 承認 ］

度の果物を贈る。
⇒［ 承認 ］

3. 理事・役員退任の件及び補充の件
①北村（薫）次年度会長ノミニーの退任を認め、補充
として、戸田会員を後任会長ノミニーに選出する。
⇒［ 承認 ］

②金森会長退任に伴い、会員研修小委員会委員は補

④SAA進行について

充しない。 ⇒［ 承認 ］

・毎週第2例会には、指定席とする。 ⇒［ 承認 ］
・SAAの進行台がないため、大阪城北RCと共同購

③ビジョン策定委員会に、北村（薫）会員から戸田会員

入について検討する。 ⇒［ 承認 ］

とする。 ⇒［ 承認 ］

・スクリーンの台が重いので、事務局の代わりに

4. 第3回ノミニー理事会書面決議の件

SAAが設営する。 ⇒［ 承認 ］

一部誤りがあったもの、および説明不足により否決が

⑤会計より

あったものの理解していただきすべての項目につい

クラブにキャッシュカードないため発行の手配をする。

て承認をいただいた。

⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

⑥社会・青少年奉仕委員会（審議上程）

5. 2021-22年度年間行事計画について

こどもフェスティバルの開催

今後、理事会ごとに3ヶ月ごとに確定していく。

社会・青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、親睦

その後の行事計画は適時変更があれば修正していく。

活動小委員会の合同奉仕活動を実施する。

卓話の順番は、ROSTERの順番通りとする。
もし変更が

8月7日（土）大阪市立浪花区民センターで、にし

あれば卓話担当者が責任をもって変更者をきめること。

なりこども食堂、
よろしい茸ひまわりこども食堂、

⇒［ 承認 ］

しまルームを対象に
「縁日、マジックショー、など」

6. その他

を行う。

①退会届 小原会員

参加者：会員、会員家族、米山奨学生など

⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

②各委員会「活動方針・計画・予算」については原案
通りとするが、変更があるなら早めに申し出ること。
⇒［ 承認 ］

第1回目の理事会お疲れ様でした。今後1年間よろし

③委員会構成について
訂正版

添付資料

栗山会長エレクトあいさつ

⇒［ 承認 ］

くお願いします。

【 21年7月 行事予定】
日付

通算No.

今期

1日
（木）

1317

1

会長・幹事方針

辻（一）会長・嶽下幹事

8日
（木）

1318

2

四大奉仕委員長方針

戸田委員長・小林委員長
上瀬委員長・植屋委員長

15日
（木）

1319

3

クラブ奉仕委員会
クラブフォーラム

クラブ奉仕委員会：
戸田委員長

22日
（木）

-

-

祝日①

29日
（木）

1320

4

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事
IM6組会長幹事会
日程：7/21（水）

第2回8月度理事会

海の日

(小）委員会活動方針

丸山委員長・北村（讓）委員長
村上小委員長・栗山小委員長
佐賀野小委員長・村橋小委員長
檜皮小委員長

【 21年8月 行事予定】（会員増強・新クラブ結成推進月間）
日付

通算No.

今期

5日
（木）

1321

5

12日
（木）

-

-

19日
（木）

1322

6

26日
（木）

1323

7

ホームクラブプログラム

卓話担当者
会員増強維持委員会：
村上委員長

会議、行事
第3回9月度理事会

卓話担当：高島会員
卓話担当：戸田会員

子供祭り
（社会・国際・親睦 共催）
日程：8/7（土）
クラブ青少年委員長会議
日程：8/28（土）

休会：祝日の週（8/8 山の日）

ガバナー補佐訪問日

RI地区会議行事、
クラブ行事

第1回クラブ協議会

【 21年9月 行事予定】（基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間）
日付

通算No.

今期

2日
（木）

1324

8

9日
（木）

1325

9

卓話担当：藤本会員

10

事業報告：村上前幹事
会計報告：檜皮前会計
会計監査：西田会員

16日
（木）

1326

23日
（木）

-

-

30日
（木）

1327

11

ホームクラブプログラム

会議、行事

簡ガバナー訪問日

ガバナー公式訪問日

臨時総会（事業・決算報告）
祝日②

卓話担当者

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区ロータリー財団セミナー
日程：9/4（土）
秋のRYLA（未定）
日程：9/18〜20

第4回10月度理事会

秋分の日
卓話担当：植屋会員

2020-2021年度 Rotary International District 2660
大阪中之島RC

1年のあゆみ

2020年
7月

2日

会長・幹事活動方針発表（金森 市造会長、村上 俊二幹事（書面））

9日

・五大奉仕委員長活動方針発表（栗山 博道クラブ奉仕委員長、戸田 佳孝職業奉仕委員
長、辻 義光社会青少年奉仕委員長、高島 凱夫国際奉仕委員長）
・第2回8月度理事会開催

10日

大阪大手前RCに表敬訪問

金森会長・安達前幹事

16日

・地区吉田代表幹事、大阪大手前RC辻村会長・竹森幹事来訪
・クラブ奉仕委員会クラブフォーラム「オンライン（ZOOM）例会について」 栗山委員長

22日

帝国ホテルにてIM6組第2回会長・幹事会

23日

祝日により休会（海の日）

30日

・各小委員会、会計、SAA活動方針発表
・第3回クラブ役員会開催

8月

6日

・会員増強拡大月間として会員増強維持委員会 安達 昌弘委員長卓話
・第3回9月度理事会開催・・・
インターアクト委員会を社会青少年奉仕委員会内の小委員会とし委員長を理事とする
理事定数は13名から14名に変更（細則変更）
指名委員会は次年度地区委員会出向者の推薦者を指名し直近理事会に報告する事（細
則変更）

13日

定款により休会

20日

・大蔭 政勝ガバナー補佐、吉村ガバナー補佐エレクト訪問
・8月度臨時理事会開催・・・
今後の例会運営でオンライン
（ZOOM）
併用するので休会せずに開催することを理事会決議
・西田 末彦会員の卓話「夏果実について」
・第1回クラブ協議会 中止

9月

22日

大阪YMCA会館にて地区青少年委員長会議

27日

小原 理恵会員の卓話「自己紹介」

3日

檜皮 悦子インターアクト委員長

・簡 仁一ガバナー公式訪問：午前11時より淀川邸にて懇親会
出席者：金森会長、辻一夫エレクト、栗山ノミニー、高島会員、村上幹事、嶽下次期年度幹事
・第4回クラブ役員会開催

5日

大阪YMCA会館にて地区職業奉仕委員長会議

戸田職業奉仕委員長

10日

藤本 淳司会員の卓話「住宅建築産業について」

12日

追手門学院大手前ホールにて地区ロータリー財団セミナー開催

北村 薫委員長

17日

・臨時総会（事業・決算） 前年度事業報告：安達会員、前年度会計報告：北村 薫会員、前
年度会計監査報告：西田会員
・第4回10月度理事会開催

19日

模擬ズーム会議（会場、太閤園）

24日

・檜皮悦子会員の卓話「インターアクトについて」
・職業奉仕委員会・出前授業
会場：中之島朝日カルチャーセンター
講師（全て中之島RC会員）
：金森会員、高島会員、栗山会員、戸田会員

26日
10月

1日

大阪YMCA会館にて米山奨学委員長会議

藤本淳司副委員長

・地区米山奨学委員会 北村 讓委員長の卓話「米山月間に因んで」 講師：末松地区米山
奨学副委員長
・第2回クラブ協議会開催
・第5回クラブ役員会開催

8日

社会奉仕委員会フォーラム「コロナ禍での社会奉仕活動について」 辻 義光委員長

10日

大阪YMCA会館にて地区公共イメージ向上セミナー

15日

・次年度理事・役員発表
・井本 万尋会員の卓話「ロータリーの公共イメージについて」
・第5回11月度理事会開催

17日

・大阪YMCA会館にてクラブ国際奉仕委員長会議
・社会奉仕委員長会議

11月

高島委員長

辻 義光委員長

22日

創立28周年記念例会（昼例会）

29日

定款により休会

4日

帝国ホテルにてIM6組会長・幹事第3回会長幹事会

5日

早瀬 道園会員の卓話「吉兆の歩みについて」 担当：湯木 潤治氏（本吉兆会長）
第6回クラブ役員会開催

7日
12日

親睦活動小委員会

大阪城散策とBBQの秋の懇親会中止

・ロータリー財団委員長卓話

北村 薫委員長「ロータリー財団と補助金について」

担当：ロータリー財団補助金小委員会

村橋委員長

・成美学寮餅つき大会中止に伴う支援金と記念品の贈呈（現地：柳生）
（会長・幹事・社会青
少年奉仕委員長・安達会員の4名参加）
19日

・職業奉仕委員会・移動例会 ガバナー事務所訪問
・第6回12月度理事会開催

26日

・北口竜輔会員の卓話「営業を科学する」
・臨時総会開催・・・
次年度理事・役員選出決定
次年度より毎年12月上旬開催の年次総会を11月上旬に繰り上げ、次年度の理事・役員を
決定し、地区補助金申請の対応をはかることに決定（細則変更）

12月

3日
10日

大阪府コロナ自粛要請により例会臨時休会①
・大阪府コロナ自粛要請により例会臨時休会②

週報番外号1の発刊
週報番外号2の発刊

・第7回1月度理事会休会
17日

・大阪府コロナ自粛要請により例会臨時休会③
・クリスマス家族会 中止

24日

定款により休会

31日

定款により休会

週報番外号3の発刊

2021年
1月

7日
14日

大阪府コロナ自粛要請により例会臨時休会④

週報番外号発刊

・大阪府コロナ自粛要請により例会臨時休会⑤
・第8回2月度理事会を開催
コロナ自粛要請中ではあるが十分な感染対策を講じながらオンライン（ZOOM）併用する
ことを再確認し例会を次週より開催する事を理事会決議

21日

職業奉仕委員会クラブフォーラム「外向きの職業奉仕を通じてロータリーの公共イメージ
を向上させよう」 戸田職業奉仕委員長

2月

28日

新春落語会（演者：林家 染二師匠）及び新春福引会開催

30日

地区ロータリー財団補助金管理セミナー オンライン会議

4日

親睦活動小委員会 満村委員長

・上山英雄会員の卓話「私のタコ部屋脱出と大阪検定」
・クラブ戦略計画委員会
・第9回クラブ役員会

11日

祝日により休会（建国記念日）

16日

IМ6組会長幹事会（第4回）18時

18日

・北村 讓会員の卓話「日本力「茶の文化」」 担当：青田 宗朝氏（茶道裏千家直門正教授）

帝国ホテル大阪

・第1回ノミニー理事会開催
・第9回3月度理事会開催
25日

国際奉仕委員会クラブフォーラム「中之島ロータリークラブの国際奉仕活動の歩み」
高島国際奉仕委員長

3月

4日

・大蔭政勝ガバナー補佐、吉村ガバナー補佐エレクト訪問
・山本会員の卓話「最近の暴力団の現状について」 担当：橋野 穰氏（大阪府暴力追放推
進センター次長）
・第10回役員会開催
・第3回クラブ協議会
太閤園閉鎖に伴うクラブ移転先問題についての討議、各委員長報告・書面
・3月度臨時理事会開催
太閤園閉鎖に伴う例会場移転先をホテルニューオータニ大阪にする事を理事会決議

11日

小林会員の卓話「契約と法律と裁判所について」

13日

PET研修・地区チーム研修合同セミナー：午前10時よりzoomウェビナーにて開催

18日

・栗山会員の卓話「コロナ禍の医療現場」 担当：朝子 幹也氏（関西医科大学総合医療セ
ンター）
・第2回ノミニー理事会開催
・第10回4月度理事会開催

25日

太閤園3RC懇親会

昼例会開催

参加者：73名（3RC）
、中之島RC 満村委員長担当、企画：マジシャン隼人のマジックショウ
28日
4月

1日

三世代合同・社会奉仕事業（担当：天満橋RC）は本年度中止
・前田会員の卓話「わたしの履歴書」
・第11回役員会開催

8日

・植屋会員の卓話「健康とピラティス」 担当：石堂 浩毅氏（PHIピラティスインストラクター）
・4月度臨時理事会開催
大阪府まん延防止等重点措置が4月5日から5月5日まで適用されたので明日から5月6日
まで例会臨時休会とし、今後例会再開の判断基準は新型コロナウイルス感染者数が直近
1週間のうち500人超えないことで会長・幹事の判断に一任することが決議された
・大阪市救急医療事業団中央急病診療所へのN95マスク
（2000枚）寄贈

15日

・大阪府まん延防止等重点措置のため例会臨時休会⑥
・第11回5月度理事会休会

22日

・大阪府まん延防止等重点措置のため例会臨時休会⑦
・週報号外発刊

29日
5月

満村会員の紙上卓話「悪魔の証明について」

祝日により休会（昭和の日）

1日

春のRYLA（ホストクラブ：吹田RC） オンライン（ZOOM）にて当日のみ開催

6日

緊急事態宣言の発出

13日

・緊急事態宣言のため例会臨時休会⑨
・週報号外発刊

20日

4月25日から5月31日までの期間のため例会臨時休会⑧

村木会員の紙上卓話「持続可能な企業経営」

・緊急事態宣言のため例会臨時休会⑩
・新旧合同理事会休会のため書面による開催（各委員長書面報告書提出）

27日

・緊急事態宣言のため例会臨時休会⑪
・週報号外発刊

6月

岡本会員の紙上卓話「会社起業から現状について」

1日

緊急事態宣言の延長

2日

IМ6組会長幹事会（5回）18時

3日

・緊急事態宣言延長のため例会臨時休会⑫
・週報号外発刊

6月1日から6月20日までの期間
帝国ホテル大阪

佐賀野会員の紙上卓話「熊野古道について」

・新旧合同クラブ協議会（書面） 現・次年度の各委員長の報告書提出
尚、会長・幹事協議の結果6月20日まで緊急事態宣言延長中ではあるが、医療逼迫を懸
念しながらも感染者数が直近1週間のうちで500人を超えていないので、4月8日の臨時
理事会決議のとおり、十分な感染対策を講じながらオンライン（ZOOM）併用することで、6
月10日より例会を開催する。
10日

・例会再開

週報号外発刊

・下岡会員の卓話「私のヒストリー」
・6月度臨時理事会開催
17日

・移動例会

新例会場のニューオータニ大阪 地下1階アイリスの間で例会開催

・杉村会員の卓話「心を熱くする名言たち」
・第1回理事会開催（会場：ニューオータニ大阪）
24日

・本年度最終例会（昼例会）
・金森 市造会長、村上 俊二幹事

退任挨拶

6月17日のメニュー

・玉葱のクリームスープ
・タラバ蟹のクリームクロケット ラタトュイユソース
・ヨーグルトパンナコッタ 枇杷のコンポート添え
・パンとバター、
コーヒー

大阪城北RCより岩田次年度幹事がお見えになりました。

6

17

ニコニコBOX

辻（一）
：初めての会場でいつものメンバーで幸福で
すね。
村上：杉村会員、本日の卓話、楽しみにしています。ニ
コニコ
戸田：駐車場から例会場が近いのがいいですね。ニ
コニコ
吉田：ニコニコ
山本：杉村さん、卓話楽しみです。

tulations!
Congra

新例会場でニコニコ
嶽下：新しい例会場です。ニコニコ
下岡：ニコニコ
北村（讓）
：移動例会ですね！
前田：いよいよ太閤園例会あと1回ですね。
檜皮：素敵な例会場ですね。
杉村会員、卓話がんばれ！がんばれ！
植屋：ニコニコ
満村：ニコニコ
杉村：本日卓話です。
よろしくお願い申し上げます。
上瀬：ニコニコ

米山奨学委員会より早瀬会員が
米山功労者の表彰を受けました。

本日合計 : ￥28,000
累

計 : ￥1,069,924

●出席報告

本日のソング委員 上瀬 匠会員

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
30名
（リモート参加 0名）
欠席者
5名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率

85.71 %

1名
0名
1名
0名

●本日のビジター
大阪城北RC 次年度幹事

岩田

潤様

●本日のゲスト
佐賀野会員奥様

佐賀野 恭子 様

