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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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2228回）
２）ソング 日も風も星も
３）卓 話 「新しい時代のはじまり」
元外務大臣・元衆議院議員 中山 太郎様
重里 國麿会員紹介
４）第1回被選理事会

☆☆ １２月度のお誕生日 ☆☆
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☆☆ １２月度の在籍表彰 ☆☆
32ヵ年 藤井 弁次 13ヵ年 西浦 司
☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
在本 茂
橋本 守之
中野 格
（以上敬称略）
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先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

会員の皆様、御家族の皆様メリークリスマス、
御家族の皆様私は本年度の大阪天満橋ロータ
リークラブの会長を勤めさせて戴いておりま
す、在本茂でございます。
本日はクリスマス家族会、大阪天満橋ロータ
リークラブの一番の行事でございます。本年度
より例会場を当インターコンチネンタルホテル
大阪に移転しまして行います初のクリスマス家
族会でございます。インターコンチネンタルホ
テルの御料理を充分お楽しみいただくと共に後
程のステージもお楽しみ戴きたいと存じます。
特にメインイベントとして上田正樹さんのお歌
のショーがございます。ヒット曲「悲しい色や
ね」も後程お聞かせ戴けると存じております。ま
た毎回恒例のオークションでは川原直前会長が
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次週（１２月１９日）のお知らせ

１）例 会 （2229回）
２）ソング 北帰行
３）卓 話 「『ごちそうさん』制作 よもやま話 」
NHK大阪放送局制作部ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 内田 ゆき様
金田 五郎会員紹介
４）1月度定例理事会

髙田副会長と共に舞台に立って戴けますので今
年も大変楽しいオークションが引き継がれてい
くことでしょう。本日のクリスマス家族会を設
営していただきました郡委員長、梅本副委員長
をはじめとする親睦活動委員会の皆様、企画か
ら当日まで多くの御苦労があったと思います。
本当にありがとうございました。
会員の皆様には多くの協賛品、協賛金をいた
だきましたことまことに感謝致しております。
会員の皆様、御家族の皆様本日は最後までお
楽しみいただきますようどうぞごゆっくりとお
すごし下さい。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①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。
②「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
願い致します。
③国際大会（シドニー大会）にご参加頂けます会
員各位におかれましては登録の都合がござい
ますので本日中に必ずご返事をお願いいたし
ます。
④「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。
⑤「新年初例会前の天満宮でのご祈祷」出欠の

☆☆ 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
０名
０名
０名

会員総数
67名
会員出席
67名(67名)
出席規定適用免除 25名
会員欠席
0名

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」を開催致
します。先週FAXでご案内を送らせて頂いてお
りますので関係各位宜しくお願い致します。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

メリークリスマス 本日のクリスマス家族会お
楽しみ下さい 親睦委員会の皆様御苦労をかけ
ました。
在本 茂
メリークリスマス
青少年交換委員会
郡委員長、梅本副委員長、親睦活動委員会のみ
なさまに感謝致します
中島 康之
メリークリスマス
井戸 幹雄
メリーＸｍａｓ． 親睦委員会の皆様お世話に
なります。
橋本 守之
親睦委員会の皆様新しいホテルでのクリスマス
会本当にお手数をお掛け致します。 石田 道夫
松宮会員、末澤会員 久しぶりで大歓迎です。
石田 道夫
2013年メリークリスマス
川原 和彦
本日のオークション皆様でご協力の程よろしく
お願いします。
川原 和彦
本日のクリスマス会 家族全員で楽しませてい
ただきます。
末澤 正大
平成25年12月5日

合計金

）内は会員総数を基準とした値

12月5日の出席率
100.00％
４週間前（11月14日）の
メークアップを含む出席率 77.05％
メークアップ実施会員
1名（欠席者15名)
供たちにクリスマスの贈り物をプレゼントしま
した。今年は阪本会員と来日交換学生クー君のダ
ブルサンタ、トナカイは御木会員と寺杣会員にご
活躍頂きました。
そしていよいよライブコンサートが始まり、上
田正樹の歌を存分に味わって頂きました。

その余韻が残る中、恒例のオークションが川原
直前会長と髙田副会長により行われ、皆様の協力
で総売り上げは417,900円に達しました。

62,070円

累計金 1,184,270円

☆☆ Ｘｍａｓ家族会 ☆☆
インターコンチネンタルホテル大阪での初の
クリスマス家族会が、12月5日17:00よりＨＩＮＯ
ＫＩの間にて、会員と家族、米山奨学生、来日交
換学生、ＲＡＣなど合計85名が出席して開催され
ました。
郡親睦活動委員長の開会挨拶、在本会長の挨
拶、川原直前会長の乾杯に続いて、出席者一同和
気あいあいと一頻りディナーと飲み物を楽しん
だ後、サンタがトナカイを引き連れて登場し、子

最後に小寺会長エレクトの閉会挨拶に続いて
手に手つないでを合唱してお開きとなりました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ストラッチャ・テラスープ（掻き卵とチーズの
スープ）
ハンバーグステーキ、ライス添え
アイスクリームと旬のフルーツ盛り合わせ
コーヒー

