
ございました。心より御礼申しあげます。また会

員の皆様には多額の協賛金、協賛品をご協力頂

き重ねて御礼を申し上げます。 

それでは４５周年の橋を皆様とともに渡りま

す２０１２年大阪天満橋ＲＣ家族会を大いにお

楽しみください！！ 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 創立45周年記念例会ならびに祝賀会のお写真

（DVD）を本日お配りしております。 

② 青少年交換派遣学生の上木 澪さんから報告

書が届きましたので本日お配りしています。 

③ 12月7日（金）・8日（土）の地区大会にご出席

の方は先日お配りした「名札」を必ずご持参く

ださい。なお、当日ご協力頂けます方は先日書

面でお願いしている時間に集合ください。 

④ 2012－13年度 RI2660地区第6組ＩＭの出欠表

を事務局にご提出お願いいたします。 

⑤ 「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。 

⑥ 次週例会終了後「第1回被選理事会」を開催い

たします。11月30日にFAXでご案内させていた

だいておりますので関係各位宜しくお願いい

たします。 

☆☆ １２月度のお誕生日 ☆☆ 

  1日 寺内 清視    8日 石田 道夫 

  8日 中川 政照    8日 髙松 貞彦 

 11日 西浦 司    17日 松宮 清隆 

 18日 岡本 健    29日 小寺 一矢 

                   （以上敬称略） 
＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

皆様こんばんは！！１年を通じ大きなクラブ

行事でありますクリスマス家族会が参りまし

た。会員の皆様・ご家族の皆様・ゲストの皆様 

本日は多数のご出席を賜り誠にありがとうござ

います。 

私ども大阪天満橋ＲＣは大阪で８番目のクラ

ブとして産声をあげ、先月４５年の節目を迎え

ました。その間先輩諸兄のひたむきなご尽力は

勿論のことその間のご家族様の暖かいご理解と

ご協力に、あらためて心より感謝と御礼を申し

あげます。 

それぞれの時代と世代は少しずつ変わってま

いりますが・・・秋とクリスマスと春と必ず開催

されます家族会がロータリー家族としての相互

の理解と友情を深める意義深い機会だと思いま

す。入念な準備と設営を下さいました石田委員

長はじめ親睦活動委員会の皆様大変ご苦労様で

☆☆ 本日のメニュー ☆☆ 

・ビーフカレー ・ミックスサラダ ・コーヒー 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

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 

５）ロータリー財団100万ドルミール実施 

   次週（１２月２０日）のお知らせ 

１）例 会 （2184回） 

２）ソング  故郷 

３）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 

４）1月度定例理事会 
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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 

結婚記念日自祝。美しいお花ありがとうござい

ました。 橋本 守之 

２０１２メリーＸマス！ 川原 和彦 

メリークリスマス！ 在本 茂 

川本先輩には永年にわたりＸmas会オークション

でご苦労いただきご苦労様でした。 橋本 守之 

クリスマス家族会期待しています。 南川 和茂 

クリスマス家族会、家族５名でお世話になりま

す。感謝 永田 秀次 

平成24年12月6日  合計金   50,000円 

          累計金 1,280,000円 

☆☆ 創立４５周年記念 ☆☆ 

クリスマス家族会 

１２月６日、ヒルトン大阪、桜園華の間にて会

員と家族、ＲＡＣなど合計８０名の参加で開催

されました。石田親睦活動委員長の開会のこと

ばに続き川原会長の挨拶があり、郡パスト会長

の乾杯で宴が始まりました。 

クリスマスディナーとお酒を楽しんだあと恒

例のサンタクロースが今年はトナカイを２人？

も連れて登場です。子どもたちはクリスマスプ

レゼントをもらって大よろこびでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年のアトラクションは岩本恭生の物まね

ショー。和田アキ子に始まり、吉幾三、谷村新司、

布施明、沢田研二などユーモアたっぷりの物ま

ねで会場は大いに笑いにつつまれました。 

続いてはこれも恒例のオークション。昨年ま

で４０年以上にわたりこのオークションを仕

切って頂いた川本会員の労をねぎらい会長から

感謝状が贈呈されました。今年から川原会長と

髙田会員によるオークションが行われ、皆様の

協力で総売り上げは581,500円に達しました。 

最後に手に手つないでを合唱、在本会長エレ

クトからの閉会挨拶でお開きとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－ 2012-13 年度地区大会 －－ 

12月7,8日の２日間にわたり開催され天満橋RC

はコ・ホストクラブとして協力しました。石田道

夫大会実行副委員長が閉会挨拶をされました。 

 ☆☆ 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 68名 

国内ゲスト  ２名 会員出席 68名(68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  0名 

12月6日の出席率 100.00％ 

５週間前（11月8日）の 

メークアップを含む出席率 86.89％ 

メークアップ実施会員     6名（欠席者14名) 

  ♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪ 

１２月第２例会のお知らせ 
日 時：12月22日（土）19:30～20:50 
内  容：「５クラブ合同クリスマス例会」 
    （担当：社会・クラブ奉仕委員会） 
場  所：ブライトンベル 本町通り店 
登録料：4,500円 
登録先：幹事 谷 綾花 TEL：09051247458  
 mail：tenmabashi@2660rac.org    
登録締切：12月14日（金） 



 

2012-2013年度 ＷＣＳ事業 

「ネパール 医療機器提供プロジェクト 完了報告」 

国際奉仕委員会 

ネパール連邦民主共和国でのＷＣＳ事業「ネ

パールでの医療機器（低料金での医療サービス）

提供プロジェクト」の贈呈式に参加するため、川

原会長以下10名の会員が11月22日～27日の間、同

国を訪問してまいりました。 

11月22日夕刻、関西国際空港からバンコクに向

向けて出発、翌23日午後にネパールのカトマンズ

市に到着しました。トリブバン国際空港では、パ

タンダルバールスクエアＲＣの多くの方々に大

歓迎でお出迎えいただきました。 

その後、在ネパール日本国大使館を表敬訪問

しました。 

大使館では、ネパールにおける医療の現状や

インフラ整備、貧困などについて意見交換をし、

特に現状の日本のODAはインフラ等環境整備が優

先されているので、ロータリーやNPOによる民間

の医療支援は非常に意味があり、大使館として

も感謝している旨、お話いただきました。また、

医療機器等の支援は今後いかに継続して使って

もらえるかが問題であるともおっしゃっていま

した。いずれにしましても、今回のプロジェクト

の意義深さを訪涅団一同、再認識した次第です。 

翌24日の土曜日（ネパールは土曜日が休日で

す）は、ネパールの自然や仏教、ヒンドゥーの聖

地とされるところを案内していただきました。

古より続くネパールの自然と文化に触れまし

た。と同時に、各所訪問する中で、主にインドか

らの非常に貧しい流民が社会問題化している事

を体感しました。  

２５日は、今回の訪問の主たる目的である「フ

レンズオブシャンタブハワン病院」を訪問し、医

療機器が確実に提供されている事を確認し、地区

ガバナーYogendra Man Pradhanさん同席のもと、贈

呈式が執り行われました。 

今回提供した医療機器を除くと満足な医療機

器が全く見当たらず、十分な治療が行われていた

とは到底思えず、あらためて今回の医療機器提供

の意義を感じました。 



 

午後からはIPP Bimalさんが理事長を務めてお

られる、非営利の脳性小児麻痺支援施設を表敬

訪問しました。 

素晴らしい自然環境の中で日本以上の施設と

豊富なスタッフによる手厚い支援を見て感銘を

覚えました。 

その後パタンダルバールスクエアに戻り、例

会に出席しました。ネパール訪問の歓迎と、今回

のプロジェクト成功の感謝の言葉を頂戴し、バ

ナー交換等を終え、その後カクテルパーティー

を開催していただき、親睦と日本とネパールの

友好を深め、ＷＣＳ事業を完了しました。 

付随ですが、２６日にバンコクに戻りますと、

４５周年で訪日いただいたタイ国第３３５０地

区のロータリアンがお出迎えくださり、訪日時

に出来なかったバナーの交換をし、あらためて

友好を深めることが出来ました。 

また翌２７日早朝にはスラム街を訪れ、小学

校を案内いただき、６００名の生徒への飲料水

の提供プロジェクトの様子や知的障害者支援施

設へのサポートなど、タイ国ロータリアンのさ

まざまな積極的な活動を見学させていただきま

した。 

以上、ＷＣＳ活動ネパール訪問等についてご

報告させていただきました。 

あらためまして、皆様のご理解ご協力のおか

げをもちまして、プロジェクトが成功出来まし

た事、深くお礼申し上げます。 

             国際奉仕委員会 


