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2015-2016年度RIテーマ

＜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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疾病予防と治療月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2318回）
２）ソング 四つのテスト
３）卓 話 「NHK朝ドラ『あさが来た』
～広岡浅子とその時代～」
大阪大学 名誉教授 経済学博士
関西学院大学 客員教授 宮本 又郎 様
南川 和茂会員紹介

☆☆ １２月度のお誕生日 ☆☆
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☆☆ １２月度の在籍表彰 ☆☆
34ヵ年 藤井 弁次
15ヵ年 西浦 司
☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
坂本 一民
山本 喬一

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆さん、こんにちは、
本日は、年度で一番大きな親睦活動の「クリス
マス家族会」を迎えました。IMロータリーデーよ
りわずか2週間で、委員会の方には大変忙しい目
をして準備をいただき厚く御礼申し上げます。
先週は例会後にＩＭ６組の会長・幹事会（睦輪
会）がありました。大阪天満橋ＲＣが企画しホス
トをしました11月21日のロータリーデーについ
て多くのクラブより充実した内容だったとの感
想をいただきました。あらためてロータリー
デーが成功であったことを感じました。もう少
しの事業完了までご協力をお願いいたします。
３点報告があります。
１.まず、中野幹事に新入会員を紹介したことに
対して、ＲＩより記念のピン（バッジ）が届い
ていますのでお渡しします。
２.１０月２６日の理事会においてＩＭ６組の

次週（１２月１７日）のお知らせ
１）例

会

（2319回）

２）ソング 我等の生業
３）卓

話 「古代からの真珠の歴史」
中川

政照

会員

４）第1回被選理事会

ロータリーデーで行ったシンポジュームを広
く世の中に知って貰うために産経新聞に意見
広告を行いますがその費用１００万円につき
ましては会員の皆様のご寄付で募る事と致し
ました。次週より中島事務局長を窓口として
募って頂きますのでご協力をお願いします。
３.続きまして、
残念ながら先週の理事会で
「徳岡
会員」
の12月31日付けの退会が承認されました。
現在病気療養中とのことです。年末までに体調
がよければ挨拶にお越しになるとのことでし
た。一日も早いご快復をお祈りします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーデー新聞広告掲載につきまして
ご寄付のお願い」を本日お配りしております。
②創立48周年記念写真撮影にご参加の方々には
クリスマス家族会のお土産袋にお写真を入れ
させて頂いております。
③ロータリアン誌購読をご希望の方は事務局に
お申し出くださいます様お願いいたします。
④12月5日（土）に開催されます地区大会に参加
のお申込みを頂いておりました方々は先日お
配りしております名札を必ずご持参くださ
い。会場入り口でバーコードのチェックがご
ざいますので必ず持参お願いいたします。な
お、お弁当をお申込み頂きました方は名札
ケースに同封させて頂いておりました引き換
え券も併せてご持参ください。バーコード
チェック後、直ちにお引替えのうえ、各自お持
ちいただきコンサート終了後に会場座席にて
お召し上がり下さい。
お引替え12:30まで、
お召
し上がりは13:00までとなっております。なお、
お持ち帰りはできませんので。

☆☆ 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
60名
会員出席
60名(60名)
出席規定適用免除 25名
会員欠席
0名

）内は会員総数を基準とした値

12月3日の出席率
100.00％
４週間前（11月12日）の
メークアップを含む出席率 89.09％
メークアップ実施会員
4名（欠席者10名)

⑤地区大会にご参加の方は出席証明書を事務局
へご提出頂きます様お願いいたします。
⑥次々週例会終了後「第1回被選理事会」を開催
致します。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。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

メリークリスマス！クリスマス家族会を祝して
親睦活動委員会の皆様、お世話有難うございま
す。
山本 喬一
Ｘ max家族会のお世話して頂き親睦活動委員会
の皆様ありがとうございます。
橋本 守之
クリスマス家族会 大盛況！を祝。溝手 悟
連続欠席のお詫び。
金田 五郎
平成27年12月3日

合計金

23,000円

累計金 1,390,000円
☆☆２０１５年クリスマス家族会☆☆
12月3日（木）ＰＭ5：00よりヒルトン大阪 桜
園華の間にてクリスマス家族会が開催されまし
た。会員とご家族、米山奨学生、RACなど合計70名
が出席して開催されました。永田親睦活動委員
長による開会挨拶、山本会長の挨拶、小寺直前会
長の乾杯に続きまして出席者一同ディナーと飲
み物を楽しみました。会員紹介の横山享利様に
よるけん玉パフォーマンスの後、子供達にクリ
スマスの贈り物をプレゼントいたしました。後
BOROによるコンサートではダイナミックに歌っ
ていただき大いに盛り上がって頂きました。余
韻が残る中、恒例のオークションが、川原会員、
髙田会員により行われ、皆様の協力で総売り上
げは572,100円となりました。

No.1・2テーブル情報集会
11月26日(木)18:00より1番・2番テーブル情報
集会が、帝国ホテルのジャスミンガーデンにて
行われました。
会長・副会長・幹事が公務で欠席となりました
が、石田会長エレクトにご参加頂き、８名と少人
数でしたが（だから？）内容が濃く大変盛り上が
りました。
ロータリーデーの振り返りから始まり、次年
度への想い、そして話は５０周年に対する各メ
ンバーの考えや想いを余すところなくぶつけ合
うにまで広がりました。
また中川会員からは、他クラブを含め、ロー
タリー内で交友を広げる事の大切さのお話しが
あり、川原会員からは、ロータリーライフの中
で凹む時が来ても、仲間に相談し、ロータリー
をやめないことの大切さを実体験を通してお話
し頂き、若手メンバーには大変勉強になる時間
となりました。
以上

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ビーフカレー
ミックスサラダ
フルーツ取り合わせ
コーヒー

