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先週の例会報告 

１．本日、下半期の会費案内を郵送させていただ

きます。納付期限は 1 月 31 日です。 
２．元会員の仲村様のお父様がご逝去されまし

た。当クラブから弔電をお送りしました。 
３．来週 17 日の理事会に案件のある方は、ご提

出ください。 
４．再来週 24 日のクラブ協議会の資料の締め切

りは本日です。欠席の方は、代理の方をお願

い致します。 
５．12 月 31 日付けで山本博史会員が退会されま

した。本日中田圭子さんが入会されましたの

で会員数 35 名です。 
６．1 月 31 日は夜例会となります。お間違いのな

いようにお願いします。 

あけましておめでとうございます。皆様におか

れましては、健やかに新年をお迎えのこととお喜

び申し上げます。 
新年を迎え、振り返ってみますと、昨年 7 月 5

日に第一回の例会を開催して、もう半年を過ぎま

した。｢KEEP THE SPIRITS,CREATE THE 

ROTARYLIFE！｣(奉仕の理想を実践し、心豊かな

ロータリーライフを！)を方針に掲げ、皆様と共

に、沢山の奉仕活動をこなして来ることができま

した。皆さん本当にありがとうございました。 
日本の政治は安倍政権に代わり、株価は順調に

回復し、オリンピックの東京誘致も決まり、大阪

の建設業界も忙しくなってきております。今年は

明るい年になりそうです。しかし｢大事なのは今年

だ。｣と皆さん言われております。 
我々も、将来を考え、色々と改革に取り組んで

行きたいと思います。そして、大阪大手前ロータ

リークラブの創立当初の方達のDNAを大事にし、

新しく入会された方々へ引き継いでいきましょ

う。今年があるから 40 周年、50 周年と続いてい

く･･･。 

お正月は、初詣に大阪で福島天満宮に、故郷の

岩国でも五社寺にお参りしてまいりました。もち

ろん祈願は･･･ 
あと半期しかありませんが、長谷幹事とベスト

を尽くします。皆様方の厳しい御指導と、力強い

ご協力を宜しくお願いいたします。 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 

･卓話 

｢人生は『人に魅せられて･･･』の旅｣ 

長谷 裕代会員 

･クラブ協議会（13：40～ ） 

･ピアノ ランゲ「のばら」 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢中小企業への経済対策【ものづくり補助金】活

用のススメ～生産技術振興協会の取り組み～｣ 

一般社団法人生産技術振興協会 

事務局長 巽 昭夫氏 

(北村 光司会員紹介) 

･2 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ バッハ「G線上のアリア」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 1 月 17 日 第 1479 回例会 
ロータリー理解推進月間 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次回(1 月 24 日)のお知らせ 

― 幹事報告 ― 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



朝槻・・・ロータリーのすてきな女性陣から、ラ

ブ年賀状の数々にニコニコ。たかじん

より厳しい辛口。 
長谷・・・中田様、入会おめでとうございます。

ご一緒に楽しみましょう。本年もよ

ろしくお願い致します。 
金髙・・・新年明けましてお目出とうございま

す。誕生日自祝。 
小林・・・本年もよろしくお願いいたします。 
河野・・・明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致します。

中田さん、入会おめでとうございます。 
前田・・・明けましておめでとうございます。 
松葉・・・新年明けましておめでとうございます。 
松浦・・・新しい年を祝して。大蔭会長、長谷幹

事、よろしくご指導下さい。 
三木・・・おめでとうございます。今年もよろし

くお願いします。 
中林・・・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。 
中村(不)・新年あけましておめでとうございます。

会長、幹事よろしくお願いします。 
中村(匡)・本年もよろしくお願いします。 
中野・・・本年もよろしくお願いします。 
西尾・・・明けましておめでとうございます。今

年も宜しくお願い致します。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  35名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   7名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5 名 
<1 月 10 日の出席率 93.33％> 

Make up を含む 12/6 の出席率 100.00％ 

大蔭・・・本年も宜しくお願い致します。中田圭

子サン、御入会お目出とうございます。 
佐々木・・明けましておめでとうございます。会

長の後半の活躍を祈念して。 
関・・・・本年もよろしくお願い致します。 
竹森・・・本年もよろしくお願い致します。 
田中(健)・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致します。 
辻村・・・あけましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いします。 
山本(依)・今年も皆様 SAA 宜しくお願致します。 

・会員増強委員会 
委員長 西尾 昌也 

1 月 31 日は夜例会です。入会希望者や OB の

方々に広くお声掛け頂き一人でも多く増員出来る

ように皆様のご協力をお願い致します。 
・親睦活動委員会 

副委員長 辻村 和弘 
年末行いましたクリスマス家族会には、総勢 41

名と多数のご出席を賜り誠に有難う御座いまし

た。お陰様で大変楽しい家族会となりました。ま

たオークションでは、皆様のご協力のお陰で当初

の目標を大きく上回り¥72,000 もの収入が計上出

来ました。このお金に関しては、今後の親睦活動

費として有意義に使用させて頂きます。 
今年も会員家族一丸と成って、魅力ある大阪大手

前ロータリークラブとして発展して行きましょう。 

・1月 17 日(金)  13：40～ 

2 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・1月 24 日(金)  13：40～ 

クラブ協議会(上半期報告・下半期計画) 
   (帝国ホテル｢ペガサスの間｣) 

・2月 7 日(金)  18：30～ 

ノミニー理事会 

   (梅の花 OAP 店) 

・2月 14 日(金)  13：40～ 

3 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢アポロンの間｣) 

・2月 21 日(金)  14：00～ 

地区大会第 1 日目 

   (大阪国際会議場 5 階メインホール) 

・2月 22 日(土)  13：00～17：30 

地区大会第 2 日目 

   (大阪国際会議場 5 階メインホール) 

・3月 15 日(土)  13：00～17：00 

IM 

   (ホテル阪急インターナショナル) 

・3月 28 日(金)  13：40～ 

4 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢松の間｣) 

― 直近の行事予定 ― 

― 臨時理事会議事録 ―  

 

 

 

＜合計 ￥73,000 -  累計 ￥1,213,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

1 月 24 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

     〈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 

― 委員会報告 ― 

1 月 17 日のメニュー 
具沢山のミネストローネスープ 

真鱈と白子のムニエルに季節のお野菜を添えて 
サラダ 

マスカルポーネのムース 
コーヒーのジュレ ティラミス風 

コーヒー 

日 時：2014 年 1 月 10 日(金) 

審議議案： 

1．新会員中田圭子氏の委員会所属に関してクラブ

奉仕部門は｢親睦活動委員会｣、奉仕部門は｢新

世代奉仕委員会｣とする旨、承認。 
2．山本博史会員の退会に伴い、ロータリー財団委

員長を田中健会員にする旨、承認。 


