
ての報告及び審議が行われました。 

その日の夜には、福井 興会員の慰労会が日航

ホテル「弁慶」で開催され、もう一人の最長老の

川本会員をはじめ２０名の会員が出席、皆で別

れを惜しみました。、改めて、約半世紀もの間に

わたる福井会員のご功労を讃えると共に、益々

のご長寿と今後のお幸せを皆で祈念し、散会致

しました。同時刻には、ビアフレンド会も開催さ

れましたが、福井会員の慰労会と重なった為、出

席者は少なかった模様です。世話人のメンバー

には、年末の忙しい中でご足労いただき、ありが

とうございました。改めてご苦労様と申し上げ

ます。 

１２月２５日（月）午後２時から阿波座の児童

心理治療施設「児童院」のクリスマス会に、当ク

ラブより会長（橋本）、寺杣幹事、平尾社会奉仕

委員長、高橋青少年交換副委員長の４名で出席

しました。この日の為に練習を重ねてきた歌や

踊りを、子供達は一生懸命発表してくれました。

当クラブより用意したクリスマスプレゼント

が、子供達各自に行き渡ると、皆嬉しそうな笑顔

を浮かべ、大変喜んでくれました。そんな子供達

の笑顔に触れ、今後もこの奉仕活動を出来る限

り続けて行きたいと改めて感じました。 

最後に、野坂 猛夫院長より御礼の挨拶を頂戴

し、和やかな雰囲気の中で無事に終了しました。 

  ☆☆ １月度の結婚記念日 ☆☆ 

 溝手 悟    柳澤 興平  木川 武利 

 高良 尚志  森本 成俊                                                

             （以上敬称略） 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊  

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

定款により、１２月２８日が休会日のため、１

２月２１日（木）が、上半期の最終例会となりま

した。なお、新年最初の木曜日である１月４日も

休会日となります。 

１２月２１日（木）正午からヒルトン４階に

て、中野強化委員長のもと、かねてから復帰を望

まれていた阪本 宗久氏が平成３０年１月に再

入会復帰の為のインフォメーションが行われま

した。懐かしい仲間の再入会に会員一同、喜びも

ひとしおであり、心から歓迎したいと思います。 

松宮 清隆会員が健康上の問題により退会、山

田 雅則会員と廣畑 剛志会員も退会されること

となりました。会員数減少は、クラブの色々な面

で影響があります。下半期の課題として、会員増

強について喫緊に取り組む必要があります。会

員の皆様には、ご理解とご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

例会終了後に１月度定例理事会が開催され、

下半期の各委員会の活動方針と奉仕活動につい

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2412回） 

２）ソング  我等の生業 

３）卓 話 「オリンピック」 

            森本 成俊会員 

４）第2回被選理事会    

次週（１月２５日）のお知らせ 

１）例 会 （2413回） 

２）ソング  ふじの山 

３）クラブ協議会 

４）2月度定例理事会 
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2017-2018年度国際ロータリーテーマ 

 ＪＡＮＵＡＲＹ １８ ２０１８ ＮＯ．２４１２ 

職 業 奉 仕 月 間 



 ☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 1月1日からロータリーレートが1ドル＝114円

に変更になります。（現行1ドル＝112円） 

② 「ロータリーの友」をお配りしております。併

せて1月号推奨記事のご紹介をお配りしてお

りますのでご覧いただきます様お願いいたし

ます。 

③ 会員身分証明書を会員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「2017-18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 「三世代クラブ合同例会のご案内」を本日お

配りしております。 

⑥ 「2017-18年度青年功績賞授与式（大阪市）」の

ご案内を本日お配りしております。 

⑦ 「台北陽明ロータリークラブ創立41周年記念

式典」のご案内を本日お配りしております。 

⑧ 1月25日（木）に開催されますクラブ協議会の

ご案内を本日お配りしております。出欠のご

返事を事務局までお願いいたします。 

⑨ 「創立50周年記念誌に掲載する会員のお言

葉」の原稿を事務局までお願いいたします。 

⑩ 次週例会前「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。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

新年明けましておめでとうございます。会員の
皆様が今年も良き年であります様祈念致しま
す。 橋本 守之 
新年明けましておめでとうございます。本年も
宜しくお願い致します。 寺杣 晃一 
明けましておめでとうございます。 髙田 肇 
明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。 川本 浩 
明けましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願い申し上げます 井戸 幹雄 
明けましておめでとうございます。 金田 五郎 
今年1年、皆様に天の御加護がありますように  
 南川 和茂 
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願
いします 中村 健輔 
新年おめでとうございます。本年もよろしくお
願い申し上げます 在本 茂 
新年おめでとうございます。 大矢 平治 
新年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。 溝手 悟 
明けましておめでとうございます。本年も相変
わりましてよろしくお願い致します 永田 秀次 

あけましておめでとうございます。 西原 潔 
故 藤井 弁次名誉会員のご逝去を心よりご冥
福をお祈りいたします 橋本 守之 
故 藤井 弁次名誉会員のご逝去を心よりご冥
福をお祈りいたします 寺杣 晃一 
故 藤井 弁次名誉会員のご逝去を心よりご冥
福をお祈りいたします 坂本 一民 
誕生日自祝 金田 五郎 
誕生日自祝 傘寿を迎えます 大矢 平治 
誕生日自祝 鍬田 充生 
誕生日自祝 高良 尚志 
誕生日自祝 宮里 修一 
誕生日自祝 森本 成俊 
誕生日自祝 吉村 圭太 
ホームクラブ6ヶ月皆出席自祝 髙松 貞彦 
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝 寺内 清視 
27ヵ年在籍自祝 郡 悦清 
17ヵ年在籍自祝 誕生日自祝 本年もどうぞ宜
敷く 西浦 司 
在籍1年自祝 御木 威 
結婚記念お花ありがとうございます 溝手 悟 
46回目の結婚記念日 70才誕生日ありがとうご
ざいます 木川 武利 
何とか丸4年。今年は大変な年になりそうです
が、引き続きご指導宜しく御願いします。  
 田邉 三郎 
新年おめでとうございます！！本年もよろしく
お願いします。 SAA一同         

平成30年1月11日  合計金   179,000円 

          累計金 2,012,000円 

－－－ 新 年 初 例 会 －－－ 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

和風茸スープ、生姜風味 
チキン南蛮、ポテトサラダ、トマト、胡瓜、

レタスシフォナード、タルタルソース 
金柑とキウイのサラダ、 
アーモンドチュイル添え 
コーヒー又は、紅茶  

胡桃入りソフトブレッドとバター 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 56名 

国内ゲスト  ２名 会員出席 41名( 52名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 18名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 11名 

1月11日の出席率 78.85％ 

６週間前（12月7日）の 

メークアップを含む出席率 100％ 

メークアップ実施会員     0名（欠席者0名) 


