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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

２）ソング

次週（１月２３日）のお知らせ

（2231回）

１）例

会

（2232回）

友と呼べるのは

２）ソング

我等の生業

３）卓 話 「さしがねの話」
３）卓 話 「ヒマラヤの鳥葬」
岸本 良一会員
－六甲縦走－ 旗振山小屋マネージャー
奥 武志様
４）第2回被選理事会
木村 忠夫会員紹介
４）クラブ協議会
５）ロータリー財団100万ドルミール実施

＊＊

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

会員の皆様、新年あけましておめでとうござ
います。
最大9連休という長いお正月休みでございま
した。御旅行に行かれた方も多かったのではな
いかと存じます。
恒例の大阪天満宮様によります寿ぎのお祓
いでございますが、本年は会場の変更に伴い、リ
フレッシュにというところで午前中大阪天満宮
様の御神殿に参り、お祓いを受けました。改めて
清々しく身の引き締まる思いでございました。
甲午年は変革が起こる年であるそうですが、
当クラブは昨年にすでに変革がおこっておりま
すので、おだやかな年になって欲しいと思って
おります。午は十二支の7番目で後半の最初をあ
らわすとしております。今は1月は後半の最初と
いうことであてはまっております。「Attend
Rotary」のテーマに沿い、後半も各種行事への参
加を通じてロータリー活動の向上に努力してい
く所存でございますので、前半同様の御支援と
ご協力をお願い申し上げます。
最後に、本年1年間の会員の皆様の御健勝と
御多幸をお祈り申し上げます。

＜会長報告＞
１.新年早々残念な報告でございますが、土井憲
一会員が昨年12月をもちまして退会されまし
た。土井会員は会員歴27年にわたる方でござい
ますが近年体調の下降をつげられており、やむ
をえないことと思います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①1月1日からロータリーレートが1ドル＝102円
に変更になります。（現行1ドル＝100円）
②大阪府赤十字血液センターより「年報」が届い
ておりますので事務局で保管しております。
③会員身分証明書をポストにお届けしておりま
すのでご確認をお願いいたします。
④本日「2013～2014年度 下半期会費のお願い」を
会員ポストにお届けしています。お振り込み
宜しくお願いいたします。
⑤青少年交換派遣学生の郷渡 一司君から報告
書が届いておりますのでお配りしています。
⑥創立46周年記念写真撮影にご参加頂きました
会員各位に写真をお配りしております。
⑦次週開催されますクラブ協議会出欠のご返事
ならびに上半期活動報告書・下半期活動計画
書を早急に事務局までご提出お願いいたしま
す。

☆☆ 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

０名
２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

65名
47名(59名)
24名
12名

⑧1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。
⑨「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」の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
⑩次々週例会終了後「第2回被選理事会」を開催
致します。本日ご案内させて頂いております
ので関係各位宜しくお願いいたします。

）内は会員総数を基準とした値

1月9日の出席率
79.66％
６週間前（12月5日）の
メークアップを含む出席率 100.00％
メークアップ実施会員
0名（欠席者00名)
新年おめでとうございます。
山本 喬一
明けましておめでとうございます。本年も宜し
くお願い申し上げます。
石田 道夫
あけましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願いいたします。
中島 清治
謹賀新年 本年もどうぞよろしくお願い致しま
す。
寺杣 晃一
平成26年1月9日

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

☆☆ 新入会員紹介 ☆☆
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氏
名 田邉 三郎
誕
生 昭和46年11月19日
職業分類 生命保険
事 業 所 ﾒｯﾄﾗｲﾌｱﾘｺ生命保険㈱
所 在 地 〒530-6035
大阪市北区天満橋1-8-30
06-6882-7781
06—6356-4013
ｴｲｼﾞｪﾝｼｰﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
山田 雅浩・仲西 良浩
平成26年1月16日

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
松花堂弁当・お吸い物

友と呼べるのは

大阪天満橋ＲＣ
作詞 赤 木 頌 一
大阪天満橋ＲＣ
作曲 山 口 福 男

一、友と呼べるのは 信じ合っているから
友と呼べるのは ねがいが同じだから
一人一人の しごとは違っても
平和で暖かい 世界を作るために
平和で暖かい 世界を作るために
おおロータリー ロータリークラブ

二、友と呼べるのは 許し合っているから
友と呼べるのは のぞみが同じだから
一人一人の 時間は違っても
奉仕の理想を 世界に満たすために
奉仕の理想を 世界に満たすために
おおロータリー ロータリークラブ

新年あけましておめでとうございます。本年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。
在本 茂
本年もよろしくお願いします。誕生日自祝。
小寺 一矢
新年明けましておめでとうございます。後半年
宜しくお願い致します。
髙田 肇
新年あけましておめでとうございます。本年も
よろしくお願い致します。
中島 康之
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
大矢 平治
誕生日自祝
木村 忠夫
誕生日自祝
高良 尚志
本年もよろしくお願い申し上げます。
川本 浩
謹賀新年 本年もどうぞよろしくお願い申し上
げます
橋本 守之
明けましておめでとうございます 本年もどう
ぞよろしく
小澤 満
謹賀新年 本年もよろしくお願いします。
大矢 平治

110,000円

累計金 1,444,270円

☆☆１月度定例理事会主要報告(12/19)☆☆
①2014-15年度地区委員推薦承認の件
青少年交換委員会 山本喬一会員
社会奉仕委員会
溝手 悟会員
②新入会員承認の件
田邉 三郎（タナベ サブロウ）氏
③出席義務規定の免除承認の件
川原和彦会員
☆☆臨時（書面）理事会(12/26)☆☆
①退会届承認の件
土井憲一会員
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２０１３～２０１４年度１月～３月

小寺会長エレクト・高田副会長

テーブルNo.

会

員

在本会長・中島幹事・中島（清）幹事エレクト

名

Ｎｏ．１

◎山田（浩）○中村（健）・保倉・重里・南川・小澤・寺村・末澤

Ｎｏ．２

◎仲西○荒木・福井・坂本（一）・郡・安田・西井・中村（修）

Ｎｏ．３

◎目幸○永田・川本・藤井・大矢・高良・髙橋（弘）・

Ｎｏ．４

◎岸本○西浦・衣斐・福原・寺井・木村・中島（豊）

Ｎｏ．５

◎寺杣○川原・金田・谷本・松宮・山本・寺内

Ｎｏ．６

◎高橋（竜）○中野・梅本・山村・北村・箕村・御木

Ｎｏ．７

◎三谷○髙井・髙松・徳岡・二宮・西浦・溝手・勝見

Ｎｏ．８

◎山田（則）・○石田・井戸・橋本・中川・鍬田・成松・阪本（宗）

