
☆☆ １月度のお誕生日 ☆☆ 

  1日 木村 忠夫   1日 岸本 良一 

  16日 小澤 満     19日 大矢 平治   

   23日 鍬田 充生    26日 高良 尚志   

   30日 金田 五郎        

                （敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 
皆さんこんにちは。ゲストの皆様、ビジターの

皆様ようこそいらっしゃいました。どうぞご

ゆっくりおすごし戴きたいと存じます。 

本日は2013～14ロータリー年度の当クラブの

上半期最終の例会でございます。上半期は当ク

ラブの主要な行事がたくさんでございました。

半年間御支えいただきました中島幹事、髙田 

副会長をはじめ役員の皆様、各委員会、委員長、

副委員長、委員の皆様そして会員の皆様本当に

ありがとうございました。下半期も地区大会、Ｉ

Ｍ、世界大会等大きな行事への参加もございま

す。 

下半期も御協力賜わりますようよろしくお願

い申し上げます。 

〈会長報告〉 

１.宇野会員が12月末日をもって退会されます。

新年のご挨拶 

              会長 在本 茂 

 会員の皆様、新年明けましておめでとうござ

います。御家族の皆様共々また新たな気持ちで

新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

 今年の干支は「午」でございます。当クラブ

で午年生まれの会員は、1966年（昭和41年）の

寺村清会員でございます。まことにおめでとう

ございます。午年の方は他の年に較べて非常に

少ないようでございますが、気持ちも新たに寺

村会員の本年度の一層の御活躍をお祈りいたし

ます。 

 本日より、ロータリークラブ年度下半期の始

まりでございます。福家宏ガバナーの地区方針

「Participate～参加し敢行しよう～」のもと

に、当クラブはまず参加しましょうという点か

ら「Attend Rotary」をテーマとして、会員の皆

様に諸行事への参加をしていただくということ

を目標に活動してまいりました。午年は十二支

の七番目の年、後半最初という意味がございま

す。ロータリー年度後半につきましても例会は

もとより地区大会をはじめとする諸行事、ロー

タリー活動に御参加戴くべく会務の計画、実行

を行っていきたいと思います。 

 最後に会員の皆様方の本年のご健勝とご多幸

をお祈りして新年のご挨拶とさせていただきま

す。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2230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）卓 話 「会長新年挨拶」 

          在本 茂 会長 

５）新年度初例会前 大阪天満宮でのご祈祷 

次週（１月１６日）のお知らせ 

１）例 会 （2231回） 
２）ソング 友と呼べるのは 
３）卓 話 「ヒマラヤの鳥葬」 
－六甲縦走－ 旗振山小屋マネージャー 
          奥 武志様 
            木村 忠夫会員紹介 
４）クラブ協議会 
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例 会 毎週木曜日 12時30分 インターコンチネンタルホテル大阪 

会 長 在本 茂  幹 事 中島 康之  広報委員長 荒木 幾夫 
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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 

ロータリー理解推進月間 

あけまして おめでとうございます 



最近は体調を崩され、例会にもお見えにならな

かったのですが11月の理事会で退会届を受理

致しました。宇野会員は、1977年6月4日に入会さ

れ37年にいたる長きにわたり御活躍戴きまし

た。1993年には会長をお勤めになったことを始

め、理事、役員として多年にわたり御貢献を戴

きました。ちなみに私の入会時の会長でござい

ました。今般退会となりましたことはまことに

残念でございます。 

２.また社会奉仕委員会の日本分析化学専門学校

での献血事業が無事終了致しましたことを御

報告致します。谷本委員長、委員の皆様御苦労

様でした。重里会員いつもながら御協力有難う

ございました。 

 ☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 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。 

② 1月16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

ならびに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事務

局までお願いいたします。なお、1月16日（木）

の例会場はナレッジキャピタル タワーＢ 

10Ｆ「Room B05-07」ですのでよろしくお願いい

たします。ナレッジキャピタルの地図も本日

ポストにお配りしております。 

③ 1月9日(木)「新年度初例会」前に大阪天満宮に

てご祈祷をして頂きます。参加のご返事を頂

いております会員各位におかれましては10：

30にご集合お願い致します。ご祈祷は11：00か

らになっております。 

④ 「2013-14年度 第2660地区IM第6組 インター

シティーミーティング」の出欠のご返事をお

願いいたします。 

⑤ 次週12月26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27日～1月5日

です。 

⑥ 本日例会終了後 1月度定例理事会を3F「アン

バー」にて開催いたします。関係各位宜しくお

願いいたします。 

☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日の卓話 よろしく！ 金田 五郎 

誕生日自祝 今年一年 皆様にお世話になりまし

た。 感謝 小寺 一矢 

誕生日自祝 十三ヶ年在籍記念 西浦 司 

結婚記念日に美しいお花ありがとうございまし

た。 谷本 圭二 

過日は大変なご迷惑とお世話をかけ申訳ありま

せん。おかげさまで良くなりつつあります。

 大矢 平治 

本日で上半期終わりです 皆様の御協力を感謝

致します 在本 茂 

今年も一年間有難うございました。 石田 道夫 

平成25年12月19日  合計金   68,000円 

          累計金 1,334,270円 

☆☆ 先週（12 月 19 日）の卓話 ☆☆ 

「ごちそうさん」よもやま話 

     ＮＨＫ大阪放送局制作部ドラマ番組 

      専任ディレクター 内田 ゆき様 

 ご好評を頂いております放送中のＮＨＫ朝ド

ラ「ごちそうさん」は、大阪・天満を主な舞台地

としております。 

 内容は明治生まれの東京の女学生・め以子が大

阪の男性に嫁ぎ、大正・昭和の激動の世を生きて

いく話です。このドラマの柱となっているのが

「食」。め以子は自らも食いしん坊ですが、周囲

の人々みんなにおいしいものを食べさせたい、満

足の「ごちそうさん」を聞きたいという望みを

持っています。慣れない大阪の地、大阪の味。嫁

ぎ先で苦労するめ以子を支えているのも、食べる

こと。いわば生きることに通じるたくましさで

す。 

 一方でこのドラマでは大（だい）大阪と呼ばれ

た、活気のある昭和初期の大阪を扱っておりま

す。主人公の夫は大阪市役所に勤めながら、さま

ざまなビル建築が進む躍動の時代を体験し、自ら

もやがては大阪市に地下鉄を通すという大事業

に関わっていきます。そのあたりもドラマの見ど

ころの一つと考えております。 

 女性の一生を描く朝ドラですが、震災や戦争と

いった事変・悲劇も恐れずに取りあげてゆくのも

使命の一つだと存じます。そのうえで、一人の女

性が食べ、食べさせ、大阪の地を踏みしめて歩ん

でいく様子から、「ごちそうさん」をみなさまと

分かち合えましたら幸いでございます。 

 ☆☆ 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 67名 

国内ゲスト  １名 会員出席 49名(60名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 25名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 11名 

12月19日の出席率 81.67％ 

６週間前（11月28日）の 

メークアップを含む出席率 79.66％ 

メークアップ実施会員     1名（欠席者13名) 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

立 食 料 理 


