
員の皆様のご協力のもと、後半期も奉仕事業を

頑張っておこなってゆきたいと存じます。 

それでは、今年１年が皆様方にとりまして幸

多き、輝かしい年となりますよう心よりお祈り

申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊    前 回 の 例 会 報 告前 回 の 例 会 報 告前 回 の 例 会 報 告前 回 の 例 会 報 告    ＊＊＊＊＊＊＊＊    

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

皆さん、こんにちは。 

本日は年度前半期の最終日となります。半年

間、会長として無我夢中でやって参りましたが、

会員の皆様に支えていただき何とかクラブ行

事、会務を進めさせて頂くことが出来ました。来

年度に向けましても重要なクラブ行事が続きま

すが、加えて会員増強に重点を置きその実現を

目指してゆきたいと思います。皆様のご協力を

宜しくお願い致します。 

先週はクラブ恒例のクリスマス家族会、会員

の皆様のご協力、親睦委員会の皆様のご尽力に

よりまして、大変和やかな雰囲気の中で終える

ことができました。特に、川本会員、髙田会員に

はオークションで大きな成果を上げていただき

ました。有難う御座いました。皆様のご協力に改

めて御礼申し上げます。 

昨日１２月１５日には、社会奉仕委員会の奉

☆☆ 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 （2094回）    

２）２）２）２）国旗およびロータリー旗に礼国旗およびロータリー旗に礼国旗およびロータリー旗に礼国旗およびロータリー旗に礼    

３）ソング３）ソング３）ソング３）ソング 君が代・奉仕の理想 

４）卓４）卓４）卓４）卓    話話話話 「 新 年 の 挨 拶 」 

         中村 健輔 会長 

   次週（１月１３日）のお知らせ次週（１月１３日）のお知らせ次週（１月１３日）のお知らせ次週（１月１３日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2095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 「鳥居信平と八田與一に思う」 

           大矢 平治 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    

    ＪＡＮＵＡＲＹＪＡＮＵＡＲＹＪＡＮＵＡＲＹＪＡＮＵＡＲＹ    ６６６６    ２０１１２０１１２０１１２０１１    ＮＯ．２０９４ＮＯ．２０９４ＮＯ．２０９４ＮＯ．２０９４    

    新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶    

             会長 中村健輔 

会員の皆様、新年明けましておめでとう御座

います。ご家族共々皆様すがすがしいお気持ち

で新年を迎えられた事とお慶び申し上げます。 

今年の干支は、十二支四番目の「卯」でありま

す。当クラブでの卯年生まれのお方は、１９２７

年生まれの保倉賢造会員、堪木勇会員そして１

９３９年生まれの衣斐孝雄会員の３名でいらっ

しゃいます。本年のより一層のご活躍をお祈り

いたします。 

本日よりクラブ年度後半期の始まりで御座い

ます。松本新太郎ガバナーは年度初めに「ロータ

リークラブについてもう一度考えてみません

か」をテーマに掲げられました。これを受け、当

クラブとしては「原点回帰」を掲げ、これを実践

することを目標として参りました。具体的には、

会員の皆様に積極的に、楽しみにして例会に出

席していただける雰囲気作りを目指してきまし

た。そして例会の中で、月ごとのロータリーの全

般に関わる情報の提供と、過去１週間のクラブ

行事、奉仕活動の報告を詳しくすることで、情報

の共有化が図れればという思いでやって参りま

した。まだまだ力不足の会長ではありますが、会
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仕事業となります、大阪市南大江保育所のクリ

スマス会に参加して参りました。このクリスマ

ス会は当クラブとしては、平成１０年から続け

てきている奉仕事業です。南大江保育所には、０

歳児から５歳児までの１２１名の乳幼児が預け

られております。その子供たちと一緒にクリス

マス会を楽しみ、サンタクロースからプレゼン

トを子供達に配ってもらいました。今年は２人

サンタクロースの登場で、子供達とお話をしな

がらプレゼント役を務めていただきました中村

修会員、踊るサンタクロース役でタップダンス

を存分に披露して頂きました岡本社会奉仕委員

長、大変有難う御座いました。子供達にも十分楽

しんでもらえた事と思います。クラブからは上

記お二人に加え、山本副会長、髙田職業奉仕委員

長、永田社会奉仕副委員長、木村会員、中島(康)

会員、山村幹事、中島(豊)幹事エレクト、計１０

名での参加となりました。 

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

① 会員ポストに配布いたしましたご案内の通

り、明年１月６日（木）は初例会に先立ち、12

時から６階「神殿」に大阪天満宮より神職にお

越しいただき、新年の祝詞を拝したいと存じ

ます。ご都合の許す方はぜひご参列ください。 

② 米山奨学会普通寄付の確定申告用領収書が届

きましたので本日お配りしております。なお、

特別寄付金分につきましては１月に送付予定

となっております。 

③ 本日「2010～2011年度 下半期会費のお願い」を

会員ポストにお届けしておりますのでよろし

くお願いいたします。 

④ 本日 1,2月卓話予定表をお届けしていますの

で、担当になられた方は３週間前までにテー

マ及び卓話者を事務局までお願いいたしま

す。 

⑤ 1月13日（木）に開催されますクラブ協議会（ガ

バナー補佐訪問）のご案内を本日させていた

だいております。出欠のご返事を事務局まで

お願いします。なお、１月６日（木）の例会日

までに上半期活動報告書・下半期活動計画書

のご提出をお願いいたします。 

⑥ 1月の在籍・皆出席表彰及びお誕生日のお祝い

は第２週とさせて頂きますので宜しくお願い

いたします。 

⑦ 「第2回クラブ活性化協議会」の出欠のご返事

を事務局までお願いいたします。 

⑧ 事務局の年末年始休暇は12月29日～1月4日で

す。 

⑨ 例会終了後、1月度定例理事会を10Ｆ「京都の

間」にて開催いたします。関係各位宜しくお願

いいたします。 

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆    敬称を略す敬称を略す敬称を略す敬称を略す    

誕生日自祝 松宮 清隆 

結婚記念日自祝 南川 和茂 

結婚記念日にすばらしい花を贈って頂き会長に

感謝 浅川 正英 

結婚記念日自祝。きれいなお花を届けて頂きあ

りがとうございます。 谷本 圭二 

結婚記念日自祝 内田 国雄 

12月2日で在籍30ヵ年を迎えました。皆様方に心

より感謝申し上げます。 浅川 正英 

クリスマス家族会、皆様に御協力頂き有難うご

ざいました。 中村 健輔 

メリー・クリスマス、そして、ハッピー・クリ

スマス。 松宮 清隆 

クリスマス家族会お世話になりました。  

 川本 浩 

クリスマス家族会、すばらしいジャズとお食

事、大変お世話になりました。 森本 章裕 

橋本先輩、先日は大変お世話になりました。

 森本 章裕 

井戸先輩、素敵な素敵なカレンダーありがとう

ござました。 川原 和彦 

長谷川さあやchan楽しくね！キャサリンも元気

で。             徳岡 昭七郎 

本年はいろいろとありがとうございました。会

員の皆様が良き新年をお迎え下さいますようお

祈り申し上げます。 橋本 守之 

中村会長、山本副会長、山村幹事、前半6ヶ月

本当におつかれ様でした。 川原 和彦 

来年は明るい年でありますように。 福原 哲晃 

反省。ＳＡＡ委員会忘れていました。ごめんな

さい。 溝手 悟 

本日もニコニコありがとうございます。  

                ＳＡＡ一同 

平成平成平成平成22222222年年年年12121212月月月月16161616日日日日        合計金合計金合計金合計金            101,000101,000101,000101,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    1,550,0901,550,0901,550,0901,550,090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 ２名 会員総数 68名 

国内ゲスト  ７名 会員出席 51名(61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 10名 

12月16日の出席率 83.33％ 

４週間前（11月25日）の 

メークアップを含む出席率 83.61％ 

メークアップ実施会員     4名（欠席者14名) 



☆☆ 前回（☆☆ 前回（☆☆ 前回（☆☆ 前回（12121212 月月月月 16161616 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「最近の婚礼事情」 

             西村 功 会員 

こんにちは。西村でございます。ここ、ヒルト

ン大阪の営業部に所属し、婚礼を担当いたして

おります。多くの先輩方に何をお話すればお聞

きいただけるかと悩んだのですが、こんな話し

かできないものですから、お許しください。 

1．婚姻件数 

出生数が2000年1,189,000人から、毎年減少し、

昨年は1,069,000人と100万人を切ってしまう勢

いである。団塊の世代と言われる1947年から1949

年の出生数が2,600、000人代であった。その子供

達が結婚した時期が1970年代、まさに高度成長期

であった。婚姻件数は1970年には1,029,405組に

なっている。2000年からみますと、2001年には増

加したものの、その後は減少を続けている。 

2．離婚件数 

離婚件数は2002年には増加したものの、婚姻数

数と同じく減少しているが大きくは変動してい

ない。2002年は婚姻が757,331組、離婚が289,836組

で、離婚率は38.2％になる。 

3．披露宴を開催している組数 

婚姻数が710,000組であるがそのうち、何らか

の形で披露宴をしているのが、6割といわれてい

る。2009年の大阪市内の主要ホテル10社4,874件

を実施している。「ホテルでの挙式と披露宴」を

初めて行ったのは、帝国ホテルといわれている。

1923年、当時、帝国ホテル内でなかなか客席全部

が埋まらない広い食堂（レストラン）があった。

この食堂の有効的な使い道として考え出された

のが結婚披露パーティだったのである。同時に、

写真館と美容室を作り、ホテル内で結婚式を行

えるようにしたのが、ホテルウェディングの始

まりである。 関東大震災が起きるまでは、神社

で結婚式、ホテルで披露宴とわかれていたが、日

比谷大神宮が焼けてなくなってしまったため、

御霊を帝国ホテル内に安置し、披露宴と共に挙

式も行うようになったのである。ちなみにヒル

トン大阪は大阪天満宮様から御霊をいただいて

いる。  

4．結納の実施 

A．2007年は結納の実施は33.2％であったが、

2010年は26.9％と▲6.3％減少している。顔合わ

せのみを行ったのが60.6％から68.0％と7.4％増

加している。これは結納をすることによる、結婚

の約束、婚約を儀式として行わない傾向にあり、

両家の両親、本人が初めてあって会食をする習

慣が増えつつあるようである。いままでのよう

な仲人を立てての結婚自体が減少しており、こ

のような儀式が衰退していく原因にもなってい

る。一説によると仲人を立てないことにより、客

観的に判断できる人に「相談」をしないことで、

判断が悪い結果になることが多いのであろうと

いう、見方もあるようである。 

5．結納金の金額 

A．結納金は結納品のひとつで、婚約の印とし

て贈るものである。もともとは男性から女性に

帯を、女性から男性に袴が贈られ、結楯式当日に

それを身に付けたといわれている。その代わり

として、現金を贈るようになったのが結納金の

始まりである。その名残から、今でも男性からの

結納金を「帯料」「帯地料」と呼び、女性からの

結納金、結納返しを「袴料」と呼ぶ。 

B．結納金はいくらが目安なのか。 

金額は無理のない程度で、きりのよい額を贈

るのが良いとされる。男性から贈る結納金の額

は月収の2～3倍とか、ボーナス1回分が相場とい

われているが、これはあくまでも目安である。一

般に100万、70万、50万など、端数のないきりのよ

い金額で、奇数を好む傾向もある。 

6．婚約指輪の金額 

A．2010年度は36.7万円。2005年から上昇はして

いたがここに来て下落している。 

7．結婚指輪の有無 

A．98.2％が結婚指輪を購入している。結婚する

人ではなく、披露宴をした人が対象である。 

8．結婚指輪の金額 

A．2004年16.1万円から2010年21.9万円と増加し

ている。これはダイヤなどの宝石の付いた結婚

指輪の増加により平均値が増えている。 

9．披露宴・披露パーティの実施会場 

A．2004年は49％あったホテルでの実施は現在

31.4％と▲17.6％と落ち込み、逆にハウスェディ

ングは5.5％から26.4％と20.9％アップしてい

る。ホテルウェディングのメリットといえば、な

んといっても施設・サービスが充実しているこ

とである。広いロビーに着替えのできる更衣室、

時間をつぶすことができるティーラウンジな

ど、ゲストのことを考えた施設がそろっている

のです。交通についても、タクシーで迷わずに来

られたり、駐車場が完備されていたり、駅からの

アクセスがしやすかったりと、便利な面が多い。 

10．招待人数 

A．披露宴への招待人数はここ7年間平均値は

ほぼおおきな変動はない。約60名である。ヒルト

ン大阪は本年度、67名である。 



11．訪問会場数 

披露宴をこの会場で、と決めるまでに何件く

らいまわるか？がこちらである。3.5 

件が平均。ネット、雑誌で絞り込んでから実際

の会場を見学するのが今の傾向である。 

12．披露宴の費用 

295.6万円が平均である。１件あたりの人数で

も変わるので一概にむつかし数字である。ヒル

トン大阪では年度によってばらつきはあるが、

同じような数字である。 

13．料理、飲物の費用 

17,500円が平均になっている。大阪市内10社で

は、16,996円、昨年度は18,197円と下降している

のが現状である。                            

★メリークリスマス★★メリークリスマス★★メリークリスマス★★メリークリスマス★    

南大江保育所クリスマス会訪問 

１２月１５日、大阪市立南大江保育所のクリ

スマスお楽しみ会に、当クラブ会員１０名が訪

問しました。この訪問は、平成１０年から恒例に

なっている社会奉仕事業です。現在同保育所に

は０歳児から５歳児まで１２１名が入所してい

ますが、この子らは、母（父）子家庭または夫婦

共働き家庭などのため、親が日常の面倒を見る

ことが困難な子どもたちです。 

この日、キャンドルサービスを終えた子ども

たちが待ち望むなかへ、中村修会員の扮するサ

ンタクロースが登場すると、満場をゆるがすよ

うな大歓声です。そのサンタに子供たちから真

剣な質問が寄せられ、サンタはこれにユーモラ

スに答えて、会場は笑いの渦になります。続いて

子どもたちからは年齢別に次々と唱歌が披露さ

れ、これに感極まったサンタは子どもたちへ

どっさりとプレゼントを贈りました。またこの

間、岡本会員の扮するサンタクロースも登場し、

中村サンタとの間でコミックなやりとりをした

後、「踊るサンタじゃ」と自称し、子どもたちの

歌声に合わせてタップダンスを踊って見せまし

た。最後に、訪問者と子どもたちが集まって、楽

しく記念写真を撮りました。 

子どもたちは生き生きした表情で、目を輝か

せて喜んでくれましたが、私たち訪問者もそう

した子供たちの天真爛漫な純真さに触れて心が

洗われるとともに大きな元気を頂戴しました。 

訪問者１０名は次のとおりです。中村会長、 

山本副会長、山村幹事、中島(豊)幹事エレクト、

髙田会員、木村会員、 中島(康)会員、中村(修)会

員、永田会員、岡本社会奉仕委員長 

            （社会奉仕委員会） 

☆☆☆☆☆☆☆☆    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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

新年会 （和洋立食料理） 

 ♪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（一泊研修） 

 
日 時：１月２２日（土）、２３日（日） 
内  容：「一泊研修」 
    （担当：社会・クラブ奉仕委員） 
場  所： 高松、直島 
登録料： RC 20,000円 
登録先： 幹事 山西 健介 
     tenmabashi@rid2660rac.org 
登録締切：１月１２日（水） 


