
と存じます。そして、本年度のテーマであります

「絆」を、より太く長く未来に繋げて行きたいと

思っております。その為にも、下期は会員増強に

力を入れていかなければなりません。会員皆様

の更なるご協力をお願い申し上げます。残り半

年、テーマ「絆」の最終章で会員相互の結び付き

がより強固なものとなるよう、努力してまいる

所存であります。どうぞ上期以上のご支援・ご協

力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本年一年間の会員皆様

方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

① 本日、会員身分証明書をお届けしていますの

でご確認下さい。 

② 新入会員歓迎会のご案内を本日お配りしてお

ります。多数の会員のご参加をお願いします。 

③ 1月14日（木）に開催されますクラブ協議会の

出欠のご返事を事務局までお願いします。ま

た、上半期報告・下半期計画書のご提出が未だ

の方は事務局までお願いします。 

④ 下半期の会費の請求をさせていただいており

ますのでよろしくお願いします。 

⑤ 第2回被選理事会が次週1月14日（木）14：40よ

り開催されます。本日ご案内をさせていただ

いておりますので関係各位よろしくお願いし

ます。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2051回） 

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  我等の生業 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話    「新入会員自己紹介」 

          中野 格 会員 

４）クラブ協議会４）クラブ協議会４）クラブ協議会４）クラブ協議会    

５）第５）第５）第５）第2222回被選理事会回被選理事会回被選理事会回被選理事会    

   次週（１月２１日）のお知らせ次週（１月２１日）のお知らせ次週（１月２１日）のお知らせ次週（１月２１日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2052回） 

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  それでこそロータリー 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話    「印刷あれこれ」 

          井戸 幹雄会員 

    

    ＪＡＮＵＡＲＹＪＡＮＵＡＲＹＪＡＮＵＡＲＹＪＡＮＵＡＲＹ    １４１４１４１４    ２０１０２０１０２０１０２０１０    ＮＯ．２０５１ＮＯ．２０５１ＮＯ．２０５１ＮＯ．２０５１    

☆☆☆☆☆☆☆☆    １月度のお誕生日１月度のお誕生日１月度のお誕生日１月度のお誕生日    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

      1日 木村 忠夫    1日 岸本 良一 

   2日 森本 章裕    16日  小澤 満 

  16日 西村 功    17日  土井 憲一 

   19日 大矢 平治   23日  鍬田 充生  

   26日 高良 尚志   30日  金田 五郎 

☆☆☆☆☆☆☆☆    １月度の在籍表彰１月度の在籍表彰１月度の在籍表彰１月度の在籍表彰    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

  19ヵ年 郡 悦清    4ヵ年 岡本 健 

   2ヵ年 荒木 幾夫   2ヵ年 松本 忍 

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆    

  岡本 健  梅本 知秀  山本 喬一     

  保倉 賢造   

                                 （以上敬称略）    

＊＊＊＊＊＊＊＊    先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告    ＊＊＊＊＊＊＊＊    

☆☆☆☆☆☆☆☆    会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

皆様、新年明けましておめでとう御座います。

正月三が日は寒うございましたが、皆様如何お

過ごしでしたでしょうか？ 

本年も恒例の大阪天満宮様による寿ぎの御祓

いを賜り、清々しく身の引締まる気持で初例会

を迎える事が出来ました。しかしながら、世の中

は冬の天候のような寒々しい雰囲気が漂ってお

ります。だがしかし、今年は寅年です。勇猛果敢

に協力し合って各事業に取り組んでまいりたい

電話(06)6345-1115(直通) 電話(06)6341-4411(ホテル) FAX(06)6344-8222 E-mail:temma-rc@lapis.plala.or.jp  http://www10.plala.or.jp/temma-rc/ 
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        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆    敬称を略す敬称を略す敬称を略す敬称を略す    

新年あけましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願いします。郡 悦清 

新年あけましてお目出度う御座居ます。 

本年も宜しくお願い致します。 中村 健輔 

新年明けましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願いします。 鍬田 充生 

明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 梅本 知秀 

明けましておめでとうございます。 井戸 幹雄 

郡会長、梅本幹事、新年明けましておめでとう

ございます。 中川 政照 

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

 石田 道夫 

新年お目出とうございます。 川本 浩 

あけましておめでとうございます。 勝見 哲朗 

今年も皆さんと楽しく。      徳岡 昭七郎 

新年明けましておめでとうございます。 

 川原 和彦 

新年おめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。     ＳＡＡ一同 

誕生日自祝  

1月2日で満49歳となりました。 森本 章裕 

ホームクラブ欠席のお詫び。 

又、本日早退させていただきます。 中島 康之 

平成平成平成平成22222222年年年年1111月月月月7777日日日日        合計金合計金合計金合計金            81,00081,00081,00081,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    1,770,0001,770,0001,770,0001,770,000円円円円    

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告 ☆☆☆☆☆☆☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター １名 会員総数 73名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 54名(66名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 23名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 12名 

1月7日の出席率 81.82％ 

４週間前（12月10日）の 

メークアップを含む出席率 100.00％ 

メークアップ実施会員     0名（欠席者0名) 

☆☆☆☆☆☆☆☆    本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

松花堂弁当 

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪    

１月第２例会のお知らせ 

日 時：１月２０日（水）19:15～20:45 
内  容：「鄭先生の中国講座」 
    （担当：国際奉仕委員会） 
場  所： 錦城閣 
登録料： RC 3,000円 
登録先： 幹事 安原 亜也子 
        tenmabashi@rid2660rac.org 
登録締切：１月１８日（月） 

 座座座座        席席席席        表表表表    （２００９～２０１０ 年度（２００９～２０１０ 年度（２００９～２０１０ 年度（２００９～２０１０ 年度    １月～３月）１月～３月）１月～３月）１月～３月）     

 中村・鍬田   郡・梅本・山村 

 ◎テーブルマスター ○サブマスター     敬称略    

 テーブルNo.       会  員  名 

 Ｎｏ．１   ◎南川・○福井・森本・荒木・西井・西村・椹木・坂本・川原  

 Ｎｏ．２   ◎土井・○寺内・重里・小寺・寺村・松宮・山本・内田・浅井 

 Ｎｏ．３   ◎保倉・○金田・谷本・髙松・溝手・三谷・岩谷・山田 （滋）・在本  

 Ｎｏ．４   ◎二宮○岡本・寺井・松本・徳岡・衣斐・奥・木村・中野  

 Ｎｏ．５   ◎福原・○川本・西浦・勝見・中島 （豊）・岡田・濱本・北村・髙田 

 Ｎｏ．６  ◎中川 ・○藤井・高良・永田・目幸・大矢・成松・浅川 

 Ｎｏ．７   ◎井戸・○橋本・宇野・山田雅則・山田雅浩・吉野・石田・小澤  

 Ｎｏ．８   ◎和田○安田・貝塚・中島（康）・宮下・末澤・岸本 


