
のご返事がまだの方は至急事務局までご返事

お願い致します。 

③ 11月19日（木）の3世代クラブ合同社会奉仕事業

にご参加頂きます会員各位に、集合場所の地

図等をお配りしております。なお、当日は「絆

ネクタイ」を着用のうえご参加頂きますよう

お願いします。 

④ 「クリスマス家族会」のご返事を事務局まで

お願い致します。多数の会員ならびに御家族

のご参加よろしくお願いします。 

⑤ 本日、№1･2･4テーブル情報集会が午後6時より

ロイヤルホテル「星宙（ほしぞら）」にて開催

されます。ご出席されます方は宜しくお願い

します。 

                ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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 

次週11/19三世代クラブ合同社会奉仕事業に多数

ご参加いただきありがとうございます。 

         大阪大手前ＲＣ 岡本 雄介 

結婚記念日自祝 福井 興 

結婚記念日自祝 保倉 賢造 

結婚記念日自祝 中川 政照 

結婚記念日に会長より美しい花を送って頂きま

した。ありがとうございます。 浅川 正英 

☆☆ 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）３世代クラブ合同社会奉仕１）３世代クラブ合同社会奉仕１）３世代クラブ合同社会奉仕１）３世代クラブ合同社会奉仕    

                        （新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）    

２）３世代クラブ合同例会２）３世代クラブ合同例会２）３世代クラブ合同例会２）３世代クラブ合同例会 （2044回）    

３）ソング３）ソング３）ソング３）ソング  奉仕の理想 

４）卓４）卓４）卓４）卓    話話話話「新型インフルエンザ」について 

      大阪大手前ロータリークラブ 

            髙折 忠太 様 

 

 

   次週（１１月２６日）のお知らせ次週（１１月２６日）のお知らせ次週（１１月２６日）のお知らせ次週（１１月２６日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2045回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  ロータリー讃歌 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話｢ローターアクトクラブについて｣ 

     大阪天満橋ローターアクトクラブ 

          浅井麻利子 様 

          則武 直樹 様 

          染井  聡  様 

           浅井 顯一会員紹介 

４）４）４）４）12121212月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会    

    ＮＯＶＥＭＢＥＲＮＯＶＥＭＢＥＲＮＯＶＥＭＢＥＲＮＯＶＥＭＢＥＲ    １９１９１９１９    ２００９２００９２００９２００９    ＮＯ．２０４４ＮＯ．２０４４ＮＯ．２０４４ＮＯ．２０４４    

＊＊＊＊＊＊＊＊    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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

ご来訪のビジターの皆様ようこそお越し下さ

いました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。会

員の皆様多数のご出席ありがとうございます。 

今週はうっとおしい天気が続いて居ります

が、これからはひと雨ごとに寒くなっていくの

ではないでしょうか？お風邪など引かれませぬ

ようお体お気を付け下さい。 

さて、来週は三クラブ合同の社会奉仕事業な

らびに合同例会です。本年度の社会奉仕事業は

新型インフルエンザ対策用のマスクを京橋・天

満橋・淀屋橋の各駅周辺と天神橋筋商店街で一

般の方々に配布しつつロータリー活動の一端を

示して広く地域の方々にロータリークラブをＰ

Ｒすることにあります。現在、当クラブで31名の

会員の皆様に登録頂いて居ります。どうぞ当日

は宜しくご協力の程お願い致します。 

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

① 「2009－2010年度 地区大会」の出欠のご返事

をお願い致します。 

② 「3世代クラブ合同社会奉仕事業・合同例会」

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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郡会長、結婚記念日に素敵なお花を有難うござ

います。 川原 和彦 

会長、結婚記念日に綺麗なお花ありがとうござ

いました。 中島 康之 

11月度14カ年在籍表彰を有難うございました。 

 椹木 勇 

ホームクラブ6ヵ月出席自祝 和田 守道 

創立42周年記念卓話、よろしくお願い致します。

 福原 哲晃 

本日の記念卓話、宜しくお願い申し上げます。 

 石田 道夫 

本日卓話宜しくお願いします。 中村 健輔 

郡会長、梅本幹事、とてもお洒落な「絆」のネ

クタイありがとうございます。 川原 和彦 

№1、2、4 テーブルの皆さん、今日の情報集会

を勝手いたします。よろしく。 坂本 一民 

合同委員会、誠に勝手な欠席の反省とおわびと

して 中野 格 

浅井会員、関大ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎ゙ ﾙーｸﾗﾌ゙ ・関西ﾘー ｸ゙ 優勝

おめでとうございます。 中村 健輔 

赤松さん、淋しくなりました 小寺 一矢 

ﾎー ﾑｸﾗﾌ゙ 連続欠席のお詫び 中島 康之 

平成平成平成平成21212121年年年年11111111月月月月12121212日日日日        合計金合計金合計金合計金            88,00088,00088,00088,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    1,177,2501,177,2501,177,2501,177,250円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（11111111月月月月12121212日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「創立４２周年記念卓話」「創立４２周年記念卓話」「創立４２周年記念卓話」「創立４２周年記念卓話」    

2007～08年度会長 福原 哲晃 会員 

2008～09年度会長 石田 道夫 会員 

2009～10年度会長 郡 悦 清 会員 

    2010～11年度会長エレクト 

 中村 健輔 会員 

郡会長の司会の下、二人の会長経験者と会長

エレクトから話を伺いました。 

福原パスト会長からは、故小倉実行委員長の

もとで４０周年記念事業を執り行って当クラブ

の伝統を感じたこと、天満天神繁昌亭への招待

行事を三世代クラブ合同行事として行ったが、

これが当クラブの先例になって有意義であった

ことや、ロータリークラブの存在と活動を世間

にＰＲすることが大切で、そのためには社会奉

仕活動のあり方についても検討を要するなどと

の話しがありました。 

石田直前会長からは、当クラブ会員の友情の

厚さを感じたことや、第2000回記念例会で戸田

パストガバナーの卓話が実現して有意義であっ

たこと、会員委員会が毎月1回の勉強会を開いた

が、これは他の委員会でも見習うべきで、そう

することで所属会員の充実感と参加意識の向上

が望めるなどとの話しがありました。 

中村会長エレクトからは、奉仕活動を通じて

生き甲斐をみつけ、自己研鑽することがロータ

リーのステータス～ブランド力を自然に高める

ことになる。自分としては、例会を充実した楽

しいものとし、出席率を高めるとともに、各奉

仕活動・各委員会活動への積極的な参加を促し

て行きたいとの話しがありました。 

最後に郡会長が、当クラブの団結力は他に類

を見ないと自賛されたうえ、「入っていただい

た」のではなく、｢入れていただいた」と自然

に思えるだけのステータス・プライドのあるク

ラブにして行きましょうと締め括りました。    

★★★★ No.1No.1No.1No.1・・・・2222・・・・4444 テーブル情報集会★テーブル情報集会★テーブル情報集会★テーブル情報集会★    

１１月１２日、リーガロイヤルホテル30Ｆ「星宙

（ほしぞら）」にて、郡会長をはじめ１９名の参

加で３テーブル合同の情報集会を開きました。 

郡会長のご挨拶の後、大阪の夜景を眺めなが

ら美味しい和食とお酒をいただきつつ、ざっくば

らんな本音が出て、非常に和やかなムードの中で、

時に真剣に、時に脱線したり、大いに盛り上がり

ました。 会員相互の親睦を深め、また参加した

会員のロータリーに対する熱い思いを存分に感じ

る事ができた、あっという間の２時間となりまし

た。 出席していただきました皆様、本当に有難

うございました。 

    No.１・２・４各テーブルマスター   

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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 ５名 会員総数 73名 

国内ゲスト  １名 会員出席 47名(64名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 22名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 17名 

11月12日の出席率 73.44％ 

４週間前（10月15日）の 

メークアップを含む出席率 80.00％ 

メークアップ実施会員     ４名（欠席者17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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    
・クラムチャウダー  

・シャリアピンステーキ、ガーリックとオニオン 

 風味のローストジュー添え  

・フルーツ ・ブレッド ・コーヒー                                 


