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会長インフォメーション
PRESIDENT INFORMATION

会長：津野 友邦

事務所：〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目2番22号
　　　　ホテルモントレ　ラ・スール大阪
電話：06-6937-8171 ファックス：06-6937-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：ホテルモントレ ラ・スール大阪
会長：津野友邦／幹事：稲垣良二／SAA：須田幸史朗
電子メール：rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：https://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ 「 クラブ存続のための会員増強～次の10年に向けて～」

（2ページに続く）

ロータリー財団月間

随分と涼しくなってきましたが皆さまいかがお過ごしで
しょうか。恒例のお店紹介をしたいと思います。職場の関
係上どうしても北新地が中心になってしまいますがご了承
ください。
１軒目は「トムクリオーザ」
北新地のイタリアンです。人気店で、予約をしようとし
ても３か月後ぐらいにはなると思います。オーナーシェフ
はポンテベッキオ出身の方で、ミシュランの星を連続で獲
得しています。私はおっさんだけで行くことが多いですが、
ほとんどが同伴かご夫婦、カップルでの来店が多いです。
カウンター４席、テーブル８席程度の北新地にありがちな
比較的小さな店舗です。来年から同じ北新地内で移転す
る予定ですが席数はあまり変わらないようです。
この季節に一番最初に出てくるのが、安寧芋とマスカル
ポーネチーズの上にキャビアが乗った一品でこれがめちゃ
くちゃうまいです。他にも定番で必ず出てくるのが、とても

有名なパルマハム職人多田さんという方から仕入れた
超薄くスライスした生ハム。これをモッツアレラチーズ
を巻いて食べたり、ご飯を巻いて食べるのですが、とて
も美味しいです。もちろんパスタや肉料理など他の料理
も飽きさせないコース料理を提供されています。アル
コールは、ワインをペアリングで出してもらうのが一番
良いかなと思います。予約が必要であればご一報くださ
い。
２軒目は「羽室（はむろ）」
こちらは心斎橋の寿司屋さんで、先月常連さんに連
れて行ってもらい、初めて行きました。
難波の英ちゃん富久鮓（えいちゃんふくずし）という
有名店で３０年以上やっていた大将が独立してオープン
した店とのこと。三津寺さんからすぐ近くで、めちゃく
ちゃ小さい店なので貸切（Max６名）で予約するのが
いいと思います。

限りなき道ロータリー もみじ

〈第1770回〉 2022年11月29日（火） 本年度第15回

担当：鳥居会員
職業教育から文化事業へ大阪のロータリー100周年を祝う夜例会

担当：浮舟会員

12月6日（火）

イマジンロータリー



（１ページより）

P.4～5

【11月号　横組記事より】

【RI 会長メッセージ】
“ 心を込めてロータリーのストーリーを共有しよう ”
どうすれば人々にロータリーの感動を与えられ
るでしょうか。一番良い方法は、ロータリー・
モメントを共有することです。

P.7～13 【特集　ロータリー財団月間・大規模プログラ
ム補助金】

11/9にIM3組燦々会が開催され、24-25のガバナー補
佐に寝屋川RC岡田光司氏が承認されました。
3/25IM３組ロータリーデーの案内、3/14フレッシュ

ロータリアン研修交流会の案内がありました。
11/8の理事会で以下の件が決まりました。
クリスマス家族会については、クリスマス夜例会として
12/20開催で計画します。ご家族の参加は任意とし、内容
については親睦委員会で計画します。
NPO法人大阪鶴見ええまちネットワークについては、退
会することとしました。
３RC（中之島・城北）合同懇親会については、今年度自
粛し、今後については３RC会長で確認することとしまし
た。
地区から要請のあったウクライナ支援プロジェクトにつ
いて、国際奉仕より10万円を寄附することとしました。
12月末で申請のあった発会員の退会に伴い、理事・会
員増強委員長を水間会員に、国際奉仕担当を鳥居会員
にお願いしました。
次年度理事・役員候補について持ち回り理事会で承認

されました。今後の委員協力よろしくお願いいたします。
11/22は祝日週で例会休会、11/29は夜例会です。

去る11/10に津野会長、源会員、私にて、TSURUMIこど
もホスピスを訪問し、寄付金７万円を贈呈して参りまし
た。（鶴見区民まつりの出店での売上金52,800円と寄付
金7,539円を併せて60,339円、これに区民まつり費より
9,661円を加算し、７万円を寄付することが理事会で決
定されました）
改めて、TSURUMIこどもホスピスさんのお話を聞き、癌

を疾患している子供達の心のケアへの活動、また今後は
それ以外にも孤立しがちな子供達やその家族のケアに活
動を広げていきたいという思いを聞き、当クラブとしても
今後もできる支援があれば実施していきたいと思いまし
た。

あても、焼き魚も、お寿司も美味しかったです。大将も優
しい感じの気持ちの良い方でした。北新地のイメージから
するとコスパがかなり良いです。アルコールは、種類は多
くないですが焼酎、日本酒、ワインと一通り置いているよう
でした。やはりお寿司には日本酒が合うかなと思います
が、４－５銘柄、食事にあう辛口のものが厳選されている
感じでした。
3軒目は「池田銀なべ」
北新地にある白みその牛肉メインの土手鍋が人気のお
店です。こちらのお店は池田に本店がありますが、そこは
まだ行ったことがありません。
白みそなので、好き嫌いはあるかもしれませんが、私は
定期的に食べたくなる癖になる味だと思っています。予約
は必要ですが、数か月待ちとかではなく普通に予約は取
れます。　　　
行ったことない方は、是非一度食べに行って欲しいで

す。感想を教えて下さい。

稲 垣 会 員 11/12に会社創立40周年を迎えました。

大 草 会 員 クリスマス会、なやんでます。
いいアドバイスありましたら、よろしくお
願い致します。

￥6,000.-　　累計　￥246,000.-

社会奉仕委員会報告 委員長　吉羽　潤司

「ロータリーの友」 10月号記事紹介
広報・IT・会報・雑誌委員会報告

委員　鳥居　和久

幹事報告 幹事：稲垣 良二



P.4～8

【11月号　縦組記事より】

【SPEECH】
“ 心を込めてロータリーのストーリーを共有しよう ”
どうすれば人々にロータリーの感動を与えられ
るでしょうか。一番良い方法は、ロータリー・
モメントを共有することです。

P.14～15 【俳壇・歌壇・柳壇】
今月も優秀作が紹介されています。

P.16～19 【友愛の広場】
投稿によるエッセー時局雑感など読み応えのあ
る内容です。ご一読下さい。

P.20～26 【ロータリーアットワーク】
全国各クラブの活動を写真と記事で紹介されて
います。

P.4～17 【The Rotary Foundation　冠名基金ってなに??】
今月はロータリー財団月間。あまり知られていな
い冠名基金のことが紹介もされています。

P.18～25 【A capital destination　向かう先はメルボルン】
2023年ロータリー国際大会の開催地メルボル
ンが紹介されています。たくさんの魅力が集
まった都市です。旅行会社の広告も載っていま
すので、計画は早い目に。

P.49 【メルボルン国際大会】オーストラリアを旅しよう

1988.07.15（土）
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国際交流基金の設立 
区に区花「はなみずき」贈呈
区民まつりに初参加

（4Pへ続く）

卓 話

担当：鳥居会員

クラブフォーラム（特別事業部門）

●5周年

開 催 日

記念事業

事務局にパソコン導入記念事業

期末会員数

1999.07.13（火）
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●15周年

開 催 日

期末会員数

2004.11.6（土）
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■寄附贈呈
①鶴見区制30周年お祝い
②花博記念公園へのフロート
③夏目雅子ひまわり基金
④（財）骨髄移植推進財団
⑤社会福祉法人　日本ライトハウス

●20周年

開 催 日

記念事業

期末会員数

1994.07.17（日）
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・記念植樹式
・野鳥の看板、池と山の2か所に寄贈
・鶴見区の中学生に「花博記念講演　PRポ
スター」コンテストを実施

・第1回　日本語作文コンクール表彰式　　

・ミュージカル「明日への扉」協賛
・鶴見緑地大池に鳥の休憩できるフロート
を寄贈　　　

鶴見緑地の野鳥たち/日本野鳥の会
シンセサイザー演奏/矢吹紫帆

「Birds,Come Back!」

●10周年

開 催 日

記念事業

テ ー マ

「いのち活き活き」テ ー マ

花博記念公園鶴見緑地場 所

太閤園別館フォレストルーム場 所

太閤園
フォレストルーム/ガーデンルーム

場 所

2009.7.11（土）

大阪市立横堤中学校へ記念品贈呈
（ウォータークーラー）

●25周年

開 催 日

記念事業
太閤園/ダイヤモンドホール場 所

期末会員数

記念講演/
イベ ント

いのち輝く/浄土真宗本願寺派　豊原大成師
OSMゴスペルアンサンブル

記念講演/
イベ ント



本日のロータリーソング本日のロータリーソング

（3ページより）

担当：秀島会員

36期末会員数

合唱団グリープ バイエルンカペレ大阪記念講演/
イベ ント

2014.11.1（土）
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台北市華朋RC   姉妹クラブ締結
アーモンドの森プロジェクト
若者を育てよう　
渋谷敦志（写真家） 　バズセッション
なぎなた演武　ゴスペル

「育もう　いのち」
・鶴見の自然を育もう
・友情を育もう
・若者を育もう　　

●30周年

開 催 日

記念事業

テ ー マ

太閤園/クリスタルルーム場 所

期末会員数

記念講演/
イベ ント

・鶴見緑地にアーモンドの森を作ろうプロ
ジェクト/ロータリー財団地区補助金を活
用し100本のアーモンドの森完成

●35周年

開 催 日

記念事業

期末会員数

2024年度

現在　28

28

記念事業についての意見
・アーモンドの森の再生事業
・貧困家庭への支援事業
・日本語作文コンクールの記念事業

●40周年

開 催 日

記念事業

期末会員数

（2019～2020年）記念冊子のみ発行

11月15日【1769回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除  11名）

出席会員   16名中  8名

出席免除会員  11名中  5名

休止会員　　　   1名 

出 席 率 13/21  61.90%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 13名

前々回  10/25 Ｍ/Ｕ1名

修正出席率 15/18 176.19%

35周年記念冊子


