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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

ＮＯＶＥＭＢＥＲ

２８

２０１３

ＮＯ．２２２６

ロータリー財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2226回）

２）ソング

紅葉

３）卓

「シェールガス革命」

話

次週（１２月５日）のお知らせ
会

（2227回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
石田

道夫会員

３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）クリスマス家族会

４）年次総会・次年度理事選挙
５）12月度定例理事会
６）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

＊＊

☆☆

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思います。
最近は自然の災害が多発し、17日にはアメリ
カ合衆国のイリノイ州他17州で竜巻が数十個発
生し、死者6人を超え、建物にも大きな被害を与
えました。１１月にしかも大量におきるのはめ
ずらしいとの事です。テレビで見ましても大き
なものでありました。
また先日のフィリピンをおそった史上最大の
台風のため、フィリピンでは何千人も死亡し、数
十万人の被災者が発生しましたが、このことに
つきましてＲＩのバートン会長より、メールが
まいりました。この中でバートン会長は世界中
のクラブから寄せられた支援と思いやりに一番
心を打たれたと述べておられます。
私共大阪天満橋ロータリークラブも河原会
長の2012～2013年に災害支援基金をもうけまし
た。まだまだ東日本大震災、伊豆大島の台風の傷
はいえておりませんが、できる限り世界中の被
災に対しこの基金の利用も含めて支援を行って
いくことがロータリークラブの奉仕精神であろ

うと思います。
会員の皆様も御協力をお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2014年ロータリー国際大会（シドニー大会）
参加募集のご案内」を本日お配りしておりま
す。ご参加頂けます会員各位におかれまして
は登録の都合がございますので12月5日まで
に必ずご返事をお願い致します。
②クリスマス家族会の出欠のご返事を事務局ま
でお願いいたします。多数の会員ならびにご
家族のご参加をお願いいたします。
③「ＲＩ第2660地区 2013-14年度 地区大会」の
出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。なお、申込書下方に分科会の出席対象者が
明記されておりますので該当されます会員各
位は分科会へのご参加もよろしくお願い致し
ます。
④「新年初例会前の天満宮でのご祈祷」出欠の
ご返事を事務局までお願いいたします。
⑤№4・5・6テーブル情報集会が本日18：00～「石
和川」にて開催されます。関係各位よろしくお
願いいたします。
⑥次週例会終了後「12月度定例理事会」を開催い
たします。本日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。

☆☆ 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

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

67名
44名(59名)
25名
15名

敬称を略す

本日の村田貞博氏の卓話ご清聴の程よろしくお
願い申し上げます。
橋本 守之
結婚記念日自祝
福井 興
結婚記念日自祝
保倉 賢造
結婚記念日自祝
橋本 守之
結婚記念日自祝
中川 政照
結婚記念日、お花をありがとうございます
木村 忠夫
結婚記念日自祝、例会欠席お詫び 川原 和彦
早退のおわび
中村 健輔
平成25年11月21日

合計金

）内は会員総数を基準とした値

11月21日の出席率
74.58％
４週間前（10月31日）の
メークアップを含む出席率 78.33％
メークアップ実施会員
2名（欠席者15名)

－－ No.4,5,6 テーブル情報集会 －－
11月21日18時より、３テーブル合同の情報集会
が北新地「石和川」で開催され、洗練された和食
に舌鼓を打ちました。
総勢16名の参加で、ご参加の各メンバーから
近況報告をしていただきながら、楽しいひと時
を過ごせました。ご参加いただきましたメン
バー各位のご協力に感謝申し上げます。

38,000円

累計金 1,092,200円

☆☆ 先週（11 月 21 日）の卓話 ☆☆
「景気回復は本物か
～アベノミクスをどうみる～」
（公社）日本パブリックリレーションズ協会
関西事務局長
村田 貞博 様

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・セモリナパスタと玉ねぎの煮込み
・スモークトマトとパルミジャーノチーズ
（ハーブサラダ）
・コーヒー

もみ

紅

じ

葉

作詞 高野 辰之

貞一

照 る 山 紅葉

岡野

一、秋 の 夕 日 に

かずあるなかに

作曲

こいもうすいも

かえでやつたは

もみじ

松をいろどる

散 り 浮 く 紅葉

もみじ

二、谷 の 流 れ に

はなれてよって

山のふもとの すそもよう

波にゆられて

色さまざまに

織る錦

赤や黄いろの

水の上にも

アベノミクスがスタートして１年。第１の矢
（金融政策＝日銀の異次元緩和）、第２の矢（財
政政策）が奏功し、日本経済は円安・株高が進行。
企業業績も経営努力と相俟って９月中間決算は
大幅に回復、通期でも明るい見通しでまずは「御
同慶の至り」だが、本当にそうなのか。
確かに百貨店では高額商品が売れ、機会受注
など各種指標も上向きだ。しかし、第３の矢（成
長戦略）の実効性はこれからだ。政府は設備投資
や事業再編を支援する産業競争力強化法案、規
制改革の突破口となる国家戦略特区関連法案を
提出、「確かな景気回復」を目指しているが、今
後、為替の“ノリシロ”は大きく期待できない。
４月からの増税に伴い消費は駈込み需要で当
面は盛り上がるが、その反動が怖い。デフレ時代
に染み着いた庶民の生活防衛意識は簡単に払拭
できそうにない。財政再建、震災復興、原発問題
など課題は山積している。注目は26年度予算だ
が、どこまで安倍カラーが出せるか。薬のネット
販売でみるが如く岩盤規制の壁も厚く、族議員
の跳梁跋扈も気にかかる。米国、中国などの海外
動向も変動要素で、まだまだ2020年の東京五輪に
浮かれている環境ではない。安倍首相にとって
これからが本当の「正念場」なのである。

