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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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ロータリー理解推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2187回）
２）ソング
ロータリー讃歌
３）卓 話「ヘルスケアー産業の現状」
高橋 竜啓会員
４）臨 時 総 会
５）第2回被選理事会

☆☆

１月度の在籍表彰

22ヵ年 郡 悦清
5ヵ年 荒木 幾夫

☆☆

7ヵ年 岡本 健
1ヵ年 勝見 茂

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
川原 和彦
梅本 知秀

中島 清治
山村 朋史

寺内 清視
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆

会 長 報 告

☆☆

皆様こんにちは！！ビジターの皆様ようこそ
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。
年も明けまして１年で最も冷たい季節でござ
います。皆様どうぞご自愛下さいませ。
さて本日はあの阪神淡路大震災発生から１８
年でございます。小生も被災地でのあの衝撃は
今も脳裏に焼き付いております。６４３４名の
方々の尊い命が奪われ、４３７９２人に及ぶ
方々が負傷をされました！ほんとに月日が経つ
のは早いものですが決して忘れることなく・・・
又その想いを、まだまだ傷跡が一杯残る東北の
被災地の皆様へ重ね合わせて、一日も早い春と
笑顔が戻る事を願う次第でございます。
又本日は後程、下半期の活動目標を中心にク
ラブ協議会を開催致しますので最後までご出席

次週（１月３１日）のお知らせ
１）例 会 （2188回）
２）ソング
スキー
３）卓 話「最近の治安情勢等について」
大阪府東警察署長 警視正 中野 一彦様
職業奉仕委員会
４）2月度定例理事会
の程よろしくお願い申しあげます。
☆会長報告☆
１.うれしいご報告です！
本日午前１１時より新入会員インフォメー
ションが開催されまして、御木 威さんにご入会
頂きました。これからのご活躍をお祈り申し上げ
ますとともに、ご紹介頂きました仲西会員・山田
雅浩会員に心より御礼申しあげます。お蔭さまで
本日現在当クラブの会員数は６９名となります。
２.うれしいご報告です！
１月１２日に高校留学生日本語スピーチコン
テストが大阪府立・北野高校で開催されました。
参加学生は東南アジア・欧州・アメリカ・中国・
韓国からの１５名が来日４ヶ月の体験を其々の
思いでスピーチしました。当クラブでお世話して
おりますアンドレ君が見事第一位で優勝しまし
た。彼は「日本人なんでやねん？」というタイト
ルで構成・説明・パフォーマンス全てが見事で「日
本の友達は本当の気持ちを言わないが不安が増
すだけなんでやねん？」・・・・・「日本人は奥
ゆかしさだけでは国際社会では生きて行けませ
んよ！」日本好き故の内容だったそうです。ご多
忙の折 徳岡会員・山本会員にご出席頂きありが
とうございました。
３．昨日、大阪天満橋RACの新年例会に多数のロー
タリアンと出席して参りました。下半期も若い力

☆☆ 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
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

69名
52名(64名)
21名
12名

を結集し松本会長のリーダーシップのもと様々
な奉仕活動に取り組んでくれると期待を致す次
第でございます。来る３月１０日（日）は世界RAC
DAYのホストの予定でございます。精一杯の応援
をしてあげたいと思いますので、山田雅則委員
長・西浦副委員長・委員会の皆様、下半期も何分
よろしくお願いいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①当クラブも協賛することになりました東日本
大震災「心のケアチャリティーコンサート」の
チラシを本日お配りしております。チケット
購入につきましては後日お知らせ致しますの
でその節は宜しくお願いいたします。
②本日13：10～当例会場において「クラブ協議
会」を開催いたします。会員各位の多数のご参
加をお願いいたします。クラブ協議会資料は
全会員ポストに配布させて頂いております。
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、臨時総会を開催させて頂き
ますのでご出席よろしくお願いいたします。
⑤次週例会終了後「第2回被選理事会」を開催い
たします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

平成25年1月17日

合計金

120,000円

累計金 1,773,000円

☆☆ 第３回クラブ協議会 ☆☆
クラブ上半期活動報告及び下半期活動計画の
報告並びに協議が行われました。

ロータリー讃歌

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

こころ

奉 仕 の 精神
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一 つ に 結 ぶ

・パンプキンクリームスープ
・ビーフカツレツ、デミグラスソース
フライトポテト、人参と隠元豆添え
・金柑のジャルジー、ライムヨーグルトシャー
ベット添え
・ライス ・コーヒー

結婚記念日＆誕生日ダブル自祝
高良 尚志
誕生日自祝。52才となりました。55才までに
は、ゴルフのハンディーをシングルにしたいで
す。
森本 章裕
在籍３１か年自祝
藤井 弁次
無事退院自祝
藤井 弁次
天満宮のご神酒有難うございました。 保倉 賢造
色々とご心配をおかけしましたが、平成25年度
大阪弁護士会会長に無事就任することが決まり
ました。引き続き、ご支援よろしくお願いいた
します。
福原 哲晃
明けましておめでとうございます。藤井先生！
無事に例会にご出席おめでとうございます。
中川 政照
今年もよろしくお願いします。
中島 豊彦
当事務所の福原が４月より弁護士会の会長に就
任することとなりました。忙しい一年となりそ
うです。
中島 清治

世 界 を

☆☆ 本日のメニュー ☆☆

1月17日の出席率
81.25％
６週間前（12月13日）の
メークアップを含む出席率 85.48％
メークアップ実施会員
3名（欠席者12名)

ロータリー ロータリー

御木会員ご入会おめでとうございます。終生お
付き合いよろしく。
川原 和彦
御木会員、ご入会おめでとうございます。今後
共よろしくお願い致します。
鍬田 充生
御木威さんのご入会を心から歓迎いたします。
会員強化委員会
新入会員 御木タケシさんをよろしくお願いい
たします。
仲西 良浩
誕生日自祝
金田 五郎
誕生日自祝
小澤 満
誕生日自祝
岸本 良一
誕生日自祝
鍬田 充生
誕生日自祝
大矢 平治

）内は会員総数を基準とした値

