
それは、昨年の最終例会に財団法人大阪府青

少年活動財団の田中理事長様がおこしになら

れ、財団法人の一般財団法人化についてお話頂

きました。その折、新しい財団法人の理事とし

て、大阪天満橋ロータリークラブから参画をし

て頂きたいとのお申し出が御座いました。早速、

当日の定例理事会に図り、そのお申し出を受け

ると共に、クラブとして南川パスト会長にご就

任を御願いすることと致しました。 

これを機会に、当クラブの青少年奉仕活動が

より意義深いものになると期待を致しておりま

す。尚、新しい財団の理事長には、元西日本ＪＴ

Ｂ社長の鈴木孝三さんが就任の予定であります

が、鈴木さんは１９９２年から約３年当クラブ

に在籍しておられ、ご縁の深い方でいらっしゃ

います。 

本日のご挨拶以上で御座いますが、本年１年

間会員の皆様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 1月1日からロータリーレートが1ドル＝84円に

変更になっております。 

② 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。 

③ 日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会のご案内

が届いております。詳細につきましては掲示

板をご覧ください。 

☆☆ 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 （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    

５）ロータリー財団５）ロータリー財団５）ロータリー財団５）ロータリー財団100100100100万ドルミール実施万ドルミール実施万ドルミール実施万ドルミール実施    

   次週（１月２０日）のお知らせ次週（１月２０日）のお知らせ次週（１月２０日）のお知らせ次週（１月２０日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2096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 「ＮＰＣ大学問題研究所」 

  NPC大学問題研究所 所長 阿部 功 様 

            西井 幾雄会員紹介 

４）４）４）４）2222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    
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☆☆☆☆☆☆☆☆    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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

  20ヵ年 郡 悦清    5ヵ年 岡本 健 

   3ヵ年 荒木 幾夫  

☆☆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☆☆    

  中島 康之 梅本 知秀  山本 喬一     

                 （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。 

お正月3ケ日、皆様いかがお過ごしでしたで

しょうか。 

今年も恒例の大阪天満宮様によります寿ぎの

御祓いを賜り、清清しく身の引き締まる気持ち

で初例会を迎えることが出来ました。今年も明

るい話題の少ないスタートとなりましたが、「卯

年」に因んで当クラブが大きくジャンプできま

すよう、皆様のご協力を得まして後半期に取り

組んでゆきたいと存じます。 

新年のご挨拶は後程させて頂きますが、本日

ご報告事項が１点御座います。 
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④ 大阪西南ロータリークラブより創立40周年記

念誌が届きましたので、事務局で保管してお

ります。 

⑤ 本日、青少年交換派遣学生 山村芹菜さんの

報告書をお配りしております。 

⑥ 1月13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。 

⑦ 下半期の会費のご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。 

⑧ 「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。 

⑨ 客室リニューアル工事に伴い１月6日より

１ヵ月事務局が「1111号室」に移転いたします。 

⑩ 本年より入会予定の小林勝様は、お仕事の関

係で入会が延期となりました。 

        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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    

中村会長様より昨日（12月28日）私達結婚五十

三回目を迎えるに当り美しいお花を贈って頂き

有難う御座いました。感謝致しております。

 貝塚 讓 

結婚記念日自祝。お花ありがとうございまし

た。 溝手 悟 

人生50年、1月2日で50歳になりました。0歳に

なったと考え、更に人生ガンバリます。  

 森本 章裕 

新年明けましてお目出とう御座居ます。本年も

宜しくお願い致します。 中村 健輔 

新年あけましてお目出度うございます。  

 重里 國麿 

本年も皆様にとって良い年であります様に。

 川本 浩 

新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願い申し上げます。 橋本 守之 

あけましておめでとうございます。 安田 義治 

本年もどうぞよろしく。 小寺 一矢 

明けましておめでとうございます。 福原 哲晃 

新年おめでとうございます。下期もよろしくお

願いします。 山本 喬一 

本年もどうぞよろしく！！お願いします。

 川原 和彦 

新年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。 中島 豊彦 

昨年喪中につき新年のご挨拶は失礼させて頂き

ました。本年も変わらぬご交誼の程よろしくお

願い申し上げます。 南川 和茂 

おめでとうございます。本年もご協力の程お願

い申し上げます。        ＳＡＡ一同 

平成平成平成平成23232323年年年年1111月月月月6666日日日日        合計金合計金合計金合計金            97,00097,00097,00097,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    1,647,0901,647,0901,647,0901,647,090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 ０名 会員総数 67名 

国内ゲスト  ２名 会員出席 51名(62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 11名 

1月6日の出席率 82.26％ 

４週間前（12月2日）の 

メークアップを含む出席率 90.32％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者9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    ☆☆☆☆☆☆☆☆  

ビーフカレー・ミックスサラダ・コーヒー 

 座座座座        席席席席        表表表表 （２０１０～２０１１年度１月～３月）  

       

 二宮・山本   中村・山村・中島(豊) 

 ◎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   ◎中村（修）・○濱本・北村・森本・大矢・井戸・髙松・内田 

 Ｎｏ．２   ◎浅井・○石田・坂本・土井・重里・岸本・松宮 ・安田 

 Ｎｏ．３   ◎西浦・○荒木・藤井・椹木・高良・小寺・中島（康） 

 Ｎｏ．４   ◎郡・○福原・保倉・金田・岡本・衣斐・川本 

 Ｎｏ．５   ◎目幸・○永田・西村・谷本・福井・梅本・勝見・三谷 

 Ｎｏ．６  ◎髙田・○溝手・南川・川原・中川・徳岡・在本・橋本 

 Ｎｏ．７   ◎寺内・○西井・鍬田・奥・木村・小澤・寺井・宇野 

 Ｎｏ．８   ◎宮下・○山田雅則・浅川・中野・成松・山田雅浩・末澤・寺村 


