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

① №1・3・5テーブル情報集会のご案内を本日お

配りしております。 

② 「2011－2012インターシティ・ミーティング

（第６組）」出欠のご返事を事務局までお願い

いたします。 

③ 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いたします。 

④ 次週例会終了後「2月度定例理事会」を開催い

たします。本日ご案内させて頂いております

ので関係各位宜しくお願いいたします。 

⑤ 本日例会終了後第2回被選理事会を「京都の

間」にて開催いたします。関係各位宜しくお願

い致します。 

⑥ 明日午後から「殺虫剤散布」のために事務局を

しめさせて頂きますので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    

濱本会員のご冥福を心よりお祈り申し上げま

す。 川原 和彦 

濱本会員を偲んで。 鍬田 充生 

本日の大阪天満橋ＲＡＣ、ＯＢ・ＯＧによる卓

話をよろしくお願いします。 鍬田 充生 

結婚記念日のお花ありがとうございました。

 高良 尚志 

２１ヶ年在籍自祝 郡  悦清 

６ヶ年在籍自祝 岡本 健 

４ヶ年在籍自祝 荒木 幾夫 

☆☆☆☆☆☆☆☆    １月度の結婚記念日１月度の結婚記念日１月度の結婚記念日１月度の結婚記念日    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

溝手 悟    岡本 健  高良 尚志                                                      

                （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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

 来訪ロータリアンの皆様、ようこそお越し頂き

ました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

昨日の1月18日で冬土用入になりますが、月日が

経つのも早いもので、阪神淡路大震災から17年が

経ちました。東日本大震災と重なって悲痛な思い

が甦って来ます。 

 また大変悲しいお知らせです。濱本宣仁会員が

ご逝去され１月15日にお葬式がありました。紹介

会員の梅本知秀会員から事務局に連絡があり、ぎ

りぎりお葬式に間に合ったとのことでした。昨年

お会いしたとき「お互いに元気になろうね。」と

お声をかけさせていただきました。非常に残念で

なりません。心からご冥福をお祈りいたします。 

 さて私どもの孫ロータリークラブの大阪中之

島ロータリークラブより「2012～13年度地区協議

会実行委員」を当クラブ会員より25名推薦してい

ただきたいと依頼がありました。本日委員の皆様

にご連絡していますが、ロータリーの友情の精神

でご協力よろしくお願いもうしあげます。 

☆☆ 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 （2142回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  汽車ポッポ 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「デフレ脱却の戦略」 

    甲南大学 大学研究室 特別客員教授 

          加護野 忠男 様 

          南川 和茂会員紹介 

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    

   次週（２月２日）のお知らせ次週（２月２日）のお知らせ次週（２月２日）のお知らせ次週（２月２日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2143回）    

２）国旗およびロータリー旗に礼２）国旗およびロータリー旗に礼２）国旗およびロータリー旗に礼２）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 老後住まい 

       「 ついの住まい 」 

             三谷 滋伸会員 
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６ヶ月皆出席自祝 寺内 清視 

６ヶ月ホームクラブ皆出席自祝 川原 和彦 

６ヶ月ホームクラブ皆出席自祝 梅本 知秀 

６ヶ月ホームクラブ皆出席自祝 中島 清治 

新年御挨拶。遅ればせながら明けましておめで

とう御座います。本年もどうぞ宜しくお願い致

します。 衣斐 孝雄 

永江先輩、当クラブへようこそ！！ 川原 和彦 

遅刻のお詫び。 福原 哲晃 

平成平成平成平成24242424年年年年1111月月月月19191919日日日日        合計金合計金合計金合計金            69,00069,00069,00069,000円円円円    

                                        累計金累計金累計金累計金    1,787,0001,787,0001,787,0001,787,000円円円円    

☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（☆☆ 先週（1111 月月月月 19191919 日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆日）の卓話 ☆☆    

「「「「    東日本大震災ボランティア支援東日本大震災ボランティア支援東日本大震災ボランティア支援東日本大震災ボランティア支援    」」」」    

 大阪天満橋ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞOB・OG 

   女川 大様･夏山真由美様・宇野雄三様 

          鍬田 充生 会員紹介 

 たきびカレープロジェクトは、被災地の
「今」と「これ から」を「食」と「職」で
継続的に支援する取り組みです。「具体的
な被災地支援がしたい！」の思いから昨年
の3月に発足しました。プロジェクトメン
バーは10名。そのうち、8名がＲＡＣ出身者
です。 

 活動拠点は、メンバーの知人の実家があ
る岩手県山田町。ご自身も被災されている
にもかかわらず、我々の主旨に賛同頂きご
協力頂くことになりました。 

 現在、毎月2回の頻度で現地へ赴き、300
食のカレーを提供しています。提供してい
るカレーは、被災地の方の健康を考えヘル
シーなスパイスを調合した“たきびカ
レー”です。 

 前回の活動で、提供したカレーの数も通
算4500食に達しました。こんな地道な取り
組みの甲斐があり、昨年の11月には、特定
非営利活動法人（ＮＰＯ法人）として認定
されています。 

 今年の3月11日以降は、現地の方にカレー
のレシピや調理器具を提供し、起業をサ
ポートすることで、雇用拡大を考えていま
す。 

 震災から10カ月余りが経つ現在も、毎回
炊き出しの時には、たくさんのお年寄りや
チビッコで長い列ができます。報道で色々
な情報や意見に触れることがありますが、
貯金を切り崩し、日々の食を得ている人が
いるのも事実です。たきびカレーは、震災
を忘れず継続的な支援を続けていきたいと
思っています。詳細につきましては、公式
サイト（takibi0311.com）をぜひご覧くだ
さい。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    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    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

・中華風蟹玉スープ 

・牛フィレ肉のミニッツステーキ  柚子味噌風 

 味の里芋とオニオンと林檎入り和風醤油 

 ソース 

・ガトーバスク クランベリーソース 

・ブレッド ・コーヒー  

 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 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 ２名 会員総数 66名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 54名(60名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 21名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席   6名 

１月19日の出席率 90.00％ 

５週間前（12月22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     1名（欠席者11名) 

故 濱本 宣仁会員を偲んで 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新年まもない1月11日、濱本宣仁君は、肝不
全の為、静かにあまりにも短すぎる生涯を閉じ
られました。先月満50才になり、“これから、
人生もう一勝負頑張って行こう”と決心した時
なのに。 
 今までにも内臓疾患で何度となく入退院をし
ていた彼との出会いは、ちょうど18年前にさか
のぼります。彼は西宮JCから（社）日本青年会議
所近畿地区協議会の褒賞委員会のメンバーとし
て参加されていました。それ以来のつきあいで
した。 
 6年前のある日、彼とゴルフをしている時に、
“ロータリー入れへんか？ゴルフコンペもある
で！”と声をかけ入会していただいたのを今も
はっきりと覚えています。 
 会社では常に現場へ入り、溶接をしたり率先
して仕事に頑張っていた姿が今も目に浮びま
す。 
 唯一残念な事は、WCS等のロータリー活動を通
じてロータリーのおもしろさと楽しさを一緒に
実感させてあげられなかった事です。 
 天国では大好きなゴルフとお酒を楽しんで泣
かずにいて下さい。 
 すべての苦痛から解放され、どうか安らかに
お眠りください。さようなら。 

梅本 知秀 


