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2018-2019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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職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）ソング

次週（１月２４日）のお知らせ
１）例

（2457回）
ロータリー讃歌

２）ソング
３）卓

３）クラブ協議会

会
話

（2458回）
それでこそロータリー
「江戸時代のお金」
井戸

幹雄会員

４）第2回被選理事会

☆☆ １月度の結婚記念日 ☆☆
溝手 悟
森本 成俊

柳澤 興平

木川 武利
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様あけましておめでとうございます。
平成最後の新年を穏やかにお迎えになったこと
と存じます。
本日より下半期のスタートでございます。本年も
ご協力宜しくお願い致します。
本日午前１１時３０分よりヒルトンホテル６階
神殿にて、大阪天満宮様の祝詞を拝しご祈祷によ
り玉串奉納を行い、会員皆様のご多幸を祈願して
頂きました。
昨年１２月２０日錦城閣にて、小寺会員と二宮会
員の新入会員歓迎会が行われました。お二人を含
め２８名という大勢の方にご参加いただきまし
た。またご出席していただいた方おひとりずつか
らお二人に励ましの言葉を頂き、賑やかな歓迎会
になりました。
ロータリー財団管理委員会より２０１７－２０
１８年度の
「エブリロータリアン、
エブリイヤー」
「１００％ロータリー財団寄付クラブ」（全員が
年次基金に２５ドル寄付をし、一人当たりの平均

が１００ドル以上）のバナーが届いており、また
「エンドポリオナウ」（ポリオ撲滅活動に１５０
０ドルを寄付）の感謝状がクラブに届きました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「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。
②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。
③本日「2018-19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。
④「三世代クラブ合同例会のご案内」の出欠の
ご返事を本日中に事務局までお願いいたしま
す。
⑤クラブ協議会の出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
⑥大阪フレンドロータリークラブより「創立20
周年記念講演会開催のご案内」が届いており
ます。詳細につきましては掲示板をご覧くだ
さい。
⑦次々週例会後「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。

☆☆ 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
50名
会員出席
37名(43名)
出席規定適用免除 19名
会員欠席
7名

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

ロータリー讃歌

こころ

しるし

むつみ

累計金 1,540,000円

ニューイングランドクラムチャウダー、
ソーダクラッカー添え
ポークジンジャー、バターライス、平豆、
白髪葱添え
生姜とレモンのパンナコッタ、
ラズベリーコンポート
コーヒー又は、紅茶
バゲット、クルミ入りソフトロールとバター

大阪ＲＣ
作詞 大 林 芳 郎
作曲 津 田 宗 三 郎

133,000円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

一 ロ
、 ータリー
奉仕の精神
ロータリー 誠意と友愛
ロータリー ロータリー
徳義に立って
世界を 一つに結ぶ
ロータリー ロータリー

合計金

－－－ 新 年 初 例 会 －－－

二 ロ
、 ータリー
理想の表徴

平成31年1月10日

1月10日の出席率
84.09％
６週間前（12月6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00名)

ロータリー 融和と親善
ロータリー ロータリー
希望に燃えて
世界に 平和を樹てる
ロータリー ロータリー

誕生日自祝。81才になります。
大矢 平治
あけましておめでとうございます。誕生日自祝
優待乗車証が利用できる齢になりました。
鍬田 充生
誕生日自祝。新年あけましておめでとうござい
ます。今年もよろしく
木川 武利
誕生日自祝！
森本 成俊
誕生日自祝
吉村 圭太
結婚記念日自祝
柳澤 興平
新年明けましておめでとうございます。
後６ヶ月宜しくお願い致します
髙田 肇
あけましておめでとうございます 中村 修
おめでとうござます。ロータリーライフを始め
て丸５年。そろそろ覚えて頂けましたでしょう
か？自祝
田邉 三郎
新年あけましておめでとうございます。川本 浩
新年あけましておめでとうございます。坂本 一民
明けましておめでとうございます。本年もよろ
しく！
髙松 貞彦
あけましておめでとうございます 井戸 幹雄
謹賀新年 今年もどうぞよろしくお願い致しま
す。
橋本 守之
新年あけましておめでとうございます。中川 政照
謹賀新年。今年もよろしく
大矢 平治
明けましておめでとうございます。本年もよろ
しく！
福原 哲晃
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願
い致します。
石田 道夫
あけましておめでとうございます。本年もどう
ぞ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。本年もよろしくお
願いします。
山本 喬一
新年あけましておめでとうございます! 永田 秀次
本年もよろしくお願い申しあげます。 中島 清治
明けましておめでとうございます。 寺杣 晃一
あけましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願いします。
阪本 宗久
新年明けましておめでとう御座います。髙橋 俊起

）内は会員総数を基準とした値

