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おめでとうございます

ロータリー理解推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

次週（１月１７日）のお知らせ
１）例

（2185回）

会

（2186回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

３）クラブ協議会

４）卓

話

君が代・奉仕の理想

我等の生業

「会長新年挨拶」
川原

和彦

会長

新年のご挨拶
会長 川原 和彦
会員の皆様、新年明けましておめでとうござ
います。
ご家族さま共々清々しいお気持ちで新年をお
迎えの事とお慶び申しあげます。
今年の干支は「巳」でございます。
当クラブの巳年お生まれの方は、昭和４年（１
９２９年）藤井弁次会員、昭和１６年（１９４１
年）浅川正英会員・木村忠夫会員・小寺一矢会員・
谷本圭二会員の五名の方々でございます。
本年のより一層のご活躍と益々のご健勝をお
祈り申し上げます。
さて、本日よりクラブ年度下半期の始まりで
ございます。
高島凱夫ガバナーは地区方針「育もう未来の
力を～飛躍～」を示されました。これ受けまして
「明日へ繋ごう！」をクラブテーマと致し、「明
るく夢と希望を体感できる素晴らしいクラブ」
構築を目指しての束の間の半年でございまし
た。
辰年は収穫を考えずにひたすら種を蒔き、巳
年で実を結ぶの如く・・・様々な課題をコツコツ

と残り半年、感謝の心を忘れず・全力を挙げて努
力して参る所存でございます。どうぞ一層のご
支援とご協力をお願い申し上げます。
それでは・・・今年一年が皆様方にとりまして
幸多き、素晴ら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。
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先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆様こんにちは！！ビジター・ゲストの皆様大変
年末のご多用の折ようこそお越しくださいまし
た。会員の皆様方も多数ご出席ありがとうござい
ます。又本日は平田ガバナー補佐 ２回目のクラ
ブ訪問誠にありがとうございます。種々のセミ
ナーや睦輪会を通じ色々とアドバイスやご相談
などホントにお親しくいて頂き厚く御礼申しあ
げます。後程ご挨拶をお願い申しあげます。とこ
ろで・・・あっという間に総選挙も終わりました
が・・・あっという間の３年あまりの間に素晴ら
しい政権与党に生まれかゎってる事をひたすら
願う次第でございます！
☆会長報告☆
１.先週金曜日、当クラブ伝統の社会奉仕事業で
ある大阪市立南大江保育所クリスマス会に

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
１名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
54名(62名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
8名

行って参りました。可愛い子供さん達の歌とダ
ンスで始まり、中村修サンタの登場で最高潮に
なりました。子供さんたちの喜んでる姿や輝い
た目と満面の笑顔に接する事ができ、とても
清々しく過ごしました。幸せなひと時と思いで
づくりの為に、この事業が明日へ明日へと続け
ていければと思った次第です。
２.同日夜には睦輪会交流会に出席致しました。
来年の３月８日の夜、シンフォニーホールにお
きましてIM６組の有志クラブ協賛による「東日
本震災復興支援チャリティコンサート」を開催
の運びとなりました。当クラブでは前回の理事
会で承認を頂き、本日の理事会にて詳細を報告
申し上げます。年が明けましたら、社会奉仕委
員会より皆様にご紹介をさせて頂きます。
３.例会場の変更につきまして、前回理事会及び
先週の臨時パスト会長会に諮りまして、現在い
くつかの案件を調整しております。調整完了
後・・・できましたら１月２４日に臨時総会を
と考えております。何卒ご理解とご協力の程お
願い申しあげます。
４.公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り「第５１回 米山クラブ感謝状」が届いてお
ります。
さて、今年も残すところ１０日ばかりとなりまし
たが、無我夢中のあっという間の半年でございま
した。皆様に支えて頂き恙なくこれました事心よ
り感謝申し上げますと共に、下半期も様々な行事
が続きますが、引き続きましてご支援とご協力の
の程よろしくお願い申しあげます。どうぞ皆様！
健やかで清々しい新年をお迎え頂きます事をお
祈り申し上げ２０１２年最終例会のご挨拶とさ
せて頂きます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①大阪市青少年活動協会広報誌「ふぃーるど」を
本日お配りしております。青年功績賞で表彰
させて頂いておりますボランティアスタッフ
の制度についての特集が掲載されておりま
す。
②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。
③本日「2012～2013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

）内は会員総数を基準とした値

12月20日の出席率
87.10％
６週間前（11月29日）の
メークアップを含む出席率 88.89％
メークアップ実施会員
1名（欠席者8名)
くお願いいたします。
④1月17日（木）に開催されますクラブ協議会の
ご案内をお配りしております。出欠のご返事
を事務局までお願いします。なお、1月10日
（木）の例会日には上半期活動報告書・下半期
活動計画書のご提出をお願い致します。
⑤明年1月10日（木）は新年初例会に先立ち、12時
（11時50分集合）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。ご都合の許すかたは、ぜひ
ご参列ください。
⑥本日18：00～
「アサヒビアレストランスーパー
ドライ梅田」にて新入会員歓迎会を開催いた
します。関係各位宜しくお願いいたします。
⑦本日例会終了後 1月度定例理事会を10Ｆ
「平安
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。
⑧次週12月27日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂きま
す。事務局の年末年始休暇は12月28日～1月4日
です。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

平田ガバナー補佐 本日のクラブ訪問誠にあり
がとうございます
川原 和彦
平田ガバナー補佐ご来訪いただきありがとうご
ざいます
鍬田 充生
平田ガバナー補佐 御来訪いただきありがとう
ございます
永田 秀次
平田ガバナー補佐のご来訪を心から歓迎申し上
げます
重里 國麿
32ヶ年在籍自祝
浅川 正英
①誕生日自祝
松宮 清隆
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
在本 茂
六ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
石田 道夫
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
箕村 保
皆様のご支援のお蔭で大過なく上半期終わり御
礼申し上げます
川原 和彦
本日の卓話よろしくお願いします 仲西 良浩
にこにこ① 12月13日から交野グリンビレッジ
内に日本料理「遊仙」をオープンさせました。
「北瑞苑」で修業を積んだ超一流の料理長が着
任しています。是非一度お立ち寄りください。
山田 雅浩
にこにこ② 12月14日日本料理「遊仙」のお披
露目会があり交野市長はじめ市議団地域関係者

多数訪問いただきました。いいことは続くよう
で、来年４月より大阪府警２階の職員食堂の受
託決定いただきました。
山田 雅浩
にこにこ③ 離婚訴訟が12月18日で和解決着い
たしました。新しい年を迎えるに当たり新しい
人生をスタートできます。仕事に集中し新しい
家庭と家族を築きたいと考えています。これか
らもご指導ご鞭撻宜しくお願い申し上げます。
山田 雅浩
おかげさまで、本年もよい一年でした。11月の
会社の決算も順調に締める事が出来ました。皆
様に感謝いたします。
森本 章裕
川本先輩に大変お世話になりました。
福原 哲晃
②連続欠席を深くお詫び申し上げます。
松宮 清隆
平成24年12月20日

合計金

☆新入会員歓迎会＆ビアフレンド会☆
１２月２０日（木）西海会員・高井会員の歓迎
会をビアフレンド会と合同にてアサヒビアホー
ルにて開催。川原会長の挨拶、福井パスト会長の
乾杯の挨拶で宴に突入。ビールと食事で少し落
ち着いたところで西海会員の紹介者の福井パス
ト会長、高井会員の紹介者の川原会長よりご両
人の紹介を頂き、其の後、両会員が自己紹介され
ました。両会員へ贈る言葉として重里パストガ
バナー補佐が南川会員の言葉を引用されてお話
になり、恒例のクラブ音頭「天満橋から」を合唱
して最後に在本会長エレクトの締めの挨拶にて
宴の幕を引きました。
２６名の会員にご参加頂き大いに盛り上がっ
た事に感謝・感謝です。
親睦活動委員会

94,000円

累計金 1,490,000円

☆☆ 前回（12 月 20 日）の卓話 ☆☆
「不動産のお話です。皆様、メモのご用意
をお願いします。」
仲西 良浩会員
先ず、歴史と伝統ある大阪天満橋ロータリー
クラブに入会して半年が経過しました。まだま
だ、わからない事が多いですが、優しい先輩に毎
週囲まれ、楽しいロータリーライフを満喫して
います。
私の仕事は「不動産業」です。建築と同じ様に
沢山の専門職が集まる様に、不動産業も、「賃
貸」・「管理」・「建売住宅」・「転売」・「マ
ンション業者」・「仲介」・「地上げ」・「競売
などの事件屋」など、各専門職に別れます。私は
マンション分譲以外の事は全て行いますが、個
人的に好きなのは、建売住宅と、任意売却が得意
の分野です。建売住宅の中でも、未完成物件の売
建住宅で、夢を売りつけます。契約まで約６時間
「夢の話」と「家族をほめる話」をすれば、不動
産の専門的な話をしなくても成約できます。ま
た、賃貸業は、室内写真と、資料を綺麗に作成し、
ネットで大半はお客様のハートをキャッチし
て、来社されたら、古い物件を２～３室見せて、
本命物件を見せれば、楽々成約になります。
まだまだ、若輩者ですが皆様のご指導のもと、
大阪天満橋ロータリークラブを盛り上げていき
たいと思います。今後とも宜しくお願い申し上
げます。

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
立 食 料 理

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
１月第１例会のお知らせ
日 時：1月16日（水）19:30～20:50
内 容：「今年の抱負」
（担当：理事会）
場 所：錦城閣
登録料：8,000円
登録先：幹事 谷 綾花
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：09051247458
登録締切：1月11日（金）

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

