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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

ＤＥＣＥＭＢＥＲ

３

２０１５

ＮＯ．２３１７

疾病予防と治療月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2317回）

次週（１２月１０日）のお知らせ
１）例

会

（2318回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング 四つのテスト

３）ソング 君が代・奉仕の理想

３）卓

話 「NHK朝ドラ『あさが来た』
～広岡浅子とその時代～」

４）クリスマス家族会

大阪大学 名誉教授

経済学博士

関西学院大学 客員教授
南川

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆さん、こんにちは、
先週11月21日の当クラブがホストをしました、
ＲＩ2660地区ＩＭ６組ロータリーデーは、沢山の
参加者があり大成功のうちに遂行する事が出来
ました。その日の夜には関西テレビでニュース
として取りあげられ、翌日には産経新聞でこの
取り組みが２面に掲載されました。極めて非人
道的な事件「北朝鮮による拉致問題」について
我々国民がどう向き合うべきかを世間に提議で
きたと思います。
この成功は、小寺実行委員長のこの問題に対
する熱意と日頃から培ってこられました人脈に
よりまして実現できたと考えております。どう
も有り難うございました。また、何度も実行委員
会を開催頂き長期間にわたって開催に向けて取
り組んで頂いきました。ご協力頂きました皆様
に感謝申し上げます。まだ、この事業のまとめが
残っておりますので引き続きよろしくお願いい
たします。
３件報告があります。
本日インフォメーションを済ませて柳澤様に
入会頂きました。現時点で２名増で６０名とな

宮本

又郎

様

和茂会員紹介

りました。今後も会員増強にご協力下さい。
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ
り中村 修会員に第1回米山功労者の感謝状、石
田道夫会員・川本 浩会員・鍬田充生会員・髙松
貞彦会員に米山功労者マルチプルの感謝状が届
いておりますので後程お渡し致します。
次に、国際ロータリーより当クラブに会員数
状況と費用負担についてのアンケートがきてお
ります。会員構成や年間の費用負担ですが回答
のためご協力いただくことがありますのでよろ
しくお願いいたします。
また、いよいよ次週からは１２月ですが３日
にはクリスマス家族会があります。楽しく盛大
な会にしたいと考えますので会員の皆様の絶大
なご協力をよろしくお願いいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①次週12月3日（木）は「例会」16：30～16：45「ク
リスマス家族会」17：00～20：00を開催させて
頂きます。
クリスマス家族会の出欠のご返事、締め切り
が本日になっておりますので早急に事務局ま
でお願いいたします。
②№5・6テーブル情報集会の出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。

☆☆ 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

２名
４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

60名
43名(51名)
25名
8名

③№1・2テーブル情報集会が本日18：00から帝国
ホテル大阪「ジャスミン」にて開催されます。
関係各位よろしくお願いいたします。
④本日終了後、年次総会を開催させて頂きます
のでご出席よろしくお願いいたします。
⑤本日例会終了後「12月度定例理事会」を開催い
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

結婚記念日に美しい花をいただきました、あり
がとうございました。
ロータリーデー実行委員のメンバー及び当ク
ラブ会員のご協力ありがとうございました、大
変な評価でした。
橋本 守之
会長美しい花をありがとう
木村 忠夫
ロータリーデー皆様の力でなしとげました。
感謝
小寺 一矢
初めてのロータリーデー、会長 委員長をはじ
め皆さんの活動に感謝します、ご苦労様でし
た。
重里 國麿
小寺一矢実行委員長・中島清治事務局長・山本
喬一会長・中野格幹事様ロータリーデー大成功
おめでとうございます。拙い司会進行で失礼し
ました。本日は東京出張で欠席します。ゴメン
なさい、宜しく。
中川 政照
ロータリーデー大盛会にておめでとうございま
す。
石田 道夫
ロータリーデー大成功！感謝!
永田 秀次
ロータリーデーご協力ありがとうございました
中野 格
ロータリーデーご協力ありがとうございました
中島 清治
ロータリーデーの欠席申し訳ありませんでした
郡 悦清
中川 さん先日のロータリーデー見事な司会進
行大変おつかれ様でした。
SAA 一同
柳澤さん入会おめでとうございます。末永くお
付き合いの程よろしく
郡 悦清
柳澤興平様ご入会おめでとうございます。
山本 喬一
柳澤様ご入会おめでとうございます。末永くお
付き合いください。
福原 哲晃
柳澤会員入会かんげい!
溝手 悟

）内は会員総数を基準とした値

11月26日の出席率
84.31％
４週間前（11月5日）の
メークアップを含む出席率 83.33％
メークアップ実施会員
2名（欠席者11名)

大変喜ばしい事が有りました。中川さんお世話
になり有り難うございました。
郡 悦清
連続欠席のお詫びと遅くなりましたが結婚記念
日のお花ありがとうございました。 寺村 清
今井様、本日の卓話よろしくお願いいたします
箕村 保
平成27年11月26日

合計金

108,000円

累計金1,367,000円

☆☆ 先週（11 月 26 日）の卓話 ☆☆
「変化に直面する日本・
中国、インド・ベトナムの台頭」
日本アジア証券㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部
今井

正之

箕村

保

様
会員紹介

最近、これまで世界経済を牽引してきた中国
経済の変調を伝えるニュースが相次いでいま
す。一方、日中双方にとって戦略的に重要なＡＳ
ＥＡＮ(東南アジア諸国連合)地域に目を向ける
と目覚しい経済発展を遂げており、なかでも中
国の隣国であるインド・ベトナムの存在感が増
し注目を集めています。また２０１５年中にＡ
ＳＥＡＮ経済共同体を発足させる試みなど、新
たな潮流が生まれています。
歴史的な視座からアジア(日本・中国・ＡＳＥ
ＡＮ)の経済発展を振り返ると共に、以下の観点
から生のアジアの経済・人をお伝えいたします。
１、日本・中国(香港)・ＡＳＥＡＮを中心とし
た各国経済の現況
２、日本経済の課題
３、中国経済下の不振とその背景に潜む構造
問題 ～人民元の行方～
４、中国に続く成長国インド・ベトナムの可能
性
５、現地訪問調査から伺える生の中国、アセア
ンの経済・企業・人
以上

☆☆ 本日のメニュー ☆☆
クリスマス家族会スペシャルディナー

