
６６０地区大会と続きます。関連の委員会の皆

様何分よろしくお願いもうしあげます。 

最後になりますが、このところ随分と冷え込

みがきつくインフルエンザの季節到来です・・・・

平均気温が１０度前後・湿度５０以下の環境が

蔓延しやすくなります。手洗い・うがい・マスク・

加湿に心がけて頂きぜひ１２月を健やかにお過

ごしください！ 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 大阪府赤十字血液センターから年報が届きま

したので事務局で保管しております。 

② 2012－13年度 RI2660地区第6組ＩＭの出欠表

をお配りしておりますので事務局にご提出を

お願いいたします。 

③ 「クリスマス家族会」出欠のご返事がまだの

方は、本日例会終了時までに必ずご提出をお

願いいたします。 

④ 「新入会員歓迎会」の出欠のご返事を事務局

までお願いいたします。 

⑤ №2.3テーブル情報集会が本日18：00～ヒルト

ン大阪３F「王朝」にて開催されます。 

⑥ 本日例会終了後、年次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。 

⑦ 本日例会終了後12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。 

⑧ ネパール、パタン ダルバール スクエア ＲＣ

のバナーを回しますのでお目通しください。 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんにちは！ご来訪のビジターの皆様よ

うこそお越しくださいました。どうぞごゆっく

りお過ごしください。２週間ぶりの例会です。会

員の皆様多数のご出席ありがとうございます。 

先々週は創立４５周年記念卓話におきまし

て、当クラブの先輩・諸兄のひたむきな情熱とご

努力のお蔭で、今日がある事をあらためて、深く

再認識をさせて頂くことができました！卓話を

頂いた福井パスト会長、誠にありがとうござい

ました。明日へ・次の世代へと手を携えながら繋

いで参りたく思います。 

さて、ネパールに於けるＷＣＳ事業に参加致

し、カトマンズよりバンコク経由で９名無事帰

国致しました。「貧困層に低料金で診断および治

療の機会を提供するための医療機器提供プロ

ジェクト」文字通りの内容でした。ごく簡素な式

典や歓迎会でしたが・・・現地の方々が心から喜

んで頂けている事を肌で感じ、とてもうれし

かったです。劣悪な環境下で懸命に生きておら

れる恵まれない人々、貧しい人々の為に少しで

もお役に立てる事に、改めてロータリアンの素

晴らしさと奉仕の大切さを感じて参りました。

詳しくは後程と後日国際奉仕委員会よりご報告

させて頂きます。 

早いもので次週はクリスマス家族会そして２

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2182回） 

２）国旗およびロータリー旗に礼 

３）ソング 君が代・奉仕の理想 

４）クリスマス家族会 

   次週（１２月１３日）のお知らせ 

１）例 会 （2183回） 

２）ソング  我等の生業 

３）卓 話 「印刷業を取り巻く様々な技術」  

            勝見 茂 会員 

４）第1回被選理事会 
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例 会 毎週木曜日 12時30分 ヒルトン大阪４F 

会 長 川原 和彦  幹 事 永田 秀次  広報委員長 高良 尚志 
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  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日の桜井様の卓話宜しくお願い致します

 髙田 肇 

川原会長より結婚記念日に美しい花を戴きまし

て 福井 興 

結婚記念日自祝 川原会長、美しいお花有難う

ございました 保倉 賢造 

美しいお花をありがとうございます。 

結婚自祝!! 中川 政照 

結婚記念日のお花、お届けいただき有難うござ

います。 福原 哲晃 

川原会長、結婚記念日の美しい花戴き大変有難

うございます 木村 忠夫 

お花（結婚記念）ありがとうございました

 西井 幾雄 

ネパールＷＣＳ事業成功裏に終える事ができま

した。ご参加の９名の皆様に感謝申し上げま

す。 川原 和彦 

川原会長、ネパール訪問の皆様御苦労さまでし

た。無事に御帰還おめでとうございます。

 在本 茂 

ネパールでのＭＧ（マッチンググラント）で

は、ネパールのロータリアン、関係者及び国際

奉仕委員会の皆様に大変お世話になりました。

 鍬田 充生 

ネパールのＭＧ遠征隊の無事御帰還を祝して

 永田 秀次 

去る11月21日、兄が急逝致しまして、WCS事業ネ

パール医療機器贈呈式典に出席出来ず川原会長

他国際奉仕団の皆様には大変お世話になりまし

た。 橋本 守之 

アンドレーは益々元気です     徳岡 昭七郎 

平成24年11月29日  合計金  74,000円       

 累計金 1,230,000円 

☆☆ 先週（7月 1日）の卓話 ☆☆ 

ＴＶレポーターの「美味しい～！」は真実か！？ 

～グルメ番組の裏・ＴＶの裏しゃべります！ 

放送作家  桜井 ひろし様 

髙田 肇 会員紹介 

ＴＶで台本を書くようになって２５年になり

ます。今やっている「魔法のレストラン」は１１

年。相当の件数を食べ歩いてきたと思いますが、

もちろん当たりの店ばかりではありません。 

番組作りは情報の収集に始まります。集った

情報をどう切っていくか、ディレクターと打ち

合わせて台本化して行きます。 

関西は特に街が面白い。ことに大阪の素人の

面白さは群を抜いています。アポなしロケが成

立することに東京の出演者は驚きます。自分の

足で歩き、隠れた名店が電波に乗り、その後も繁

昌してくれてたりすると望外の喜びです。タレ

ントが食べてリアクションする。自然にしてく

れればいいのに、なかなかそうはいきません。プ

ロ達はいかに視聴者にうまそうに伝えられる

か。しかも現場の効率も考えてキャラクターを

発揮するために努力してくれてます。その虚々

実々のホントのところを推理しながら見て頂く

のも今後楽しんでもらうコツだと思います。 

来年は大阪が生んだ作家、織田作之助生誕百

年になります。彼が「夫婦善哉」で描いた大阪の

うまいもん屋の数々のように、大阪は食から元

気になって行かねばなりません。京都の後塵を

拝している感がありますがオダサクをダシに浪

速の食と微笑で"大阪ルネッサンス"を呼び起こ

そうではありませんか。 

－－Ｎｏ.２,３ﾃｰﾌﾞﾙ 情報集会－－ 

29日、午後6時よりヒルトン大阪「王朝」にて

開催されました。川原会長の挨拶、重里ﾊﾟｽﾄ会長

の乾杯で始まり、美味しい中華料理と紹興酒を

楽しみながら、参加者からの色々な話で会は盛

り上がりました。話題はネパールのＷＣＳ事業

とネパール事情に始まり、高齢者に関する事、経

済情勢、中国関連の話さらには労務管理と幅広

い話題に花が咲きあっという間の２時間あまり

でした。参加の皆様有り難うございました。 

☆☆ 本日のメニュー ☆☆ 

クリスマス家族会スペシャルディナー 

 ☆☆ 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 69名 

国内ゲスト  ２名 会員出席 55名(63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  8名 

11月29日の出席率 87.30％ 

５週間前（11月1日）の 

メークアップを含む出席率 92.54％ 

メークアップ実施会員     1名（欠席者6名) 


