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先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

いよいよ 2014〜2015 年度、私が会長を務めさ

せていただく年度が始まりました。昨日は第一回

の対外公務として、大本幹事と一緒に、大阪天満

橋 RC の例会に挨拶に伺い、小寺会長をはじめメ

ンバーの皆様から温かく迎えて頂きました。当ク

ラブ設立の際にお世話になった川本浩様(当時の

拡大委員長)から大変貴重なお話を伺い、設立時の

メンバーの情熱を感じてきました。 

19年前に大阪中之島RCの小林俊明先生からの

紹介で小林君夫先生の推薦を受け入会させていた

だき、しばらくの間は先輩諸氏の後ろについて気

楽にロータリーライフを享受させていただきまし

た。 

しかし、今から丁度 10年前、松浦貞男さんか

ら松浦年度(第一回)の会長就任に当たり幹事を仰

せつかり１年間松浦さんにお仕えし会務の手伝い

をさせていただきました。１年間幹事をつとめた

ことで、このころからクラブと抜き差しならぬ関

係となり、クラブ内に親しい友人も多数できて従

前のような気楽なロータリーライフを送れなくな

りました。 

そして、いつかはこの日が来るのではと覚悟を

するようになり、今日を迎えたわけでありますが、

大阪大手前 RCの伝統を受け継ぎ更に発展させる

ため、大本幹事とともに一生懸命務めさせていた

だきますので、皆様の温かいご支援ご協力のほど

をお願い申し上げます。 

・本日の配布物の案内です。 

①今年度の年次計画書②ロータリーの友③内規 

④会員証⑤ファイル 

・会費納入のお願いを郵送さて頂きます。期日ま

でのお振込みお願いします。 

・本日より松田会員が新入会員として加わり会員

数が 35名＋名誉会員 1名となります。 

・ロスター帳は来週配布予定です。 

・ロータリーの友電子版のご案内閲覧方法記載し

てます 

・次週、5大奉仕委員会の方針発表があります。 

・再来週、８月度定例理事会開催予定です。 

・来週 11 日に中之島 RC,４週目の 25 日天満橋

RCの会長・幹事がご来訪の予定です。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていただ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていただ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていただ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させていただ

きました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。きました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。きました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。きました。必要な方は、幹事までお問合せ下さい。    
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2014 年 7 月 11 日 第 1502 回例会 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週(7(7(7(7 月月月月 11118888 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

7777 月月月月 11118888 日の日の日の日の例会場例会場例会場例会場    

帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪22222222階｢階｢階｢階｢ペガサスペガサスペガサスペガサスの間｣の間｣の間｣の間｣    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出｣♪｣♪｣♪｣♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢五代奉仕委員長方針発表｣｢五代奉仕委員長方針発表｣｢五代奉仕委員長方針発表｣｢五代奉仕委員長方針発表｣    

クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長クラブ奉仕委員長    岡本岡本岡本岡本    雄介雄介雄介雄介    

職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長職業奉仕委員長        辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長        岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長        三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

青少年青少年青少年青少年奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長奉仕委員長    竹森竹森竹森竹森    敏麿敏麿敏麿敏麿    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    中田中田中田中田    喜直喜直喜直喜直「「「「夏の思い出夏の思い出夏の思い出夏の思い出」」」」    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢われは海の子われは海の子われは海の子われは海の子｣♪｣♪｣♪｣♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！私にとっての我がクラブメンバー！｣｣｣｣    

岡本岡本岡本岡本    雄介会員雄介会員雄介会員雄介会員    

････8888 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    メンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーンメンデルスゾーン「「「「デュエットデュエットデュエットデュエット」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    



福井・・・金髙丸、一年がんばって！ 

長谷・・・昨年度はありがとうございました。

新年度金髙会長、大本幹事よろしく

お願い致します。 

犬伏・・・岡本さん、大変お世話になりました。見

事なお仕事ぶりに感服いたしました。 

金髙・・・一年間よろしくお願いします。 

木村・・・金髙さん、大本さん、お世話になり

ます。松田さん、いらっしゃい。 

小林・・・本年度もよろしくお願いします。 

河野・・・金髙会長、大本幹事、一年間がんば

って下さい！楽しみにしています。 

松葉・・・金髙会長、大本幹事の船出を祝って。 

松田・・・本日から入会、よろしくお願い申し

上げます。 

松浦・・・金髙会長、大本幹事、一年間よろし

くお願いします。 

三木・・・金髙会長、大本幹事の新しい船出を

祝って。 

中林・・・金髙会長、大本幹事、これから一年

間頑張って下さい。宜しくお願いし

ます。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 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   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  24名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5名 

<7 月 4 日の出席率 85.71％> 

Make up を含む 6/13 の出席率 89.29％ 

・・・・国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会    
委員長委員長委員長委員長    三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭    

国際奉仕委員会よりのお願いです。7月 13日に

留学生とパイリンロータリアン 3名ANDREW会

長、ALBERT 大手前担当と GEORGE,留学生

ERICの父親が関空の12時ごろ到着します、また、

当日 18 時より丸万寿司でウェルカムパーティー

をしますので、ご参加ください。回覧を再度回し

ます。 

既にご案内の通り、第 1週は国際奉仕、第 2週

は親睦、第 3週は職業奉仕、第 4週は社会・青少

年奉仕委員会の担当となっていますので、話し合

いの上、接遇よろしくお願いします。 

・・・・ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会ゴルフ同好会    
佐々木佐々木佐々木佐々木    宏宏宏宏 

ゴルフ同好会からのお知らせです。第一回金髙

年度のゴルフコンペの案内です。来る 9 月 28 日

(日)9時 44分から 3組予約をしました。西宮高原

G.C.です。ふるってご参加のほどお願いします。 

中村(不）・金髙会長、大本幹事、一年間宜しく

お願い致します。 

中村(匡)・金髙丸の出航を祝します。 

中野・・・金髙会長、一年間御苦労様です。 

中田・・・一年間よろしくお願いいたします。

金髙会長、大本幹事皆様へ。 

西尾・・・今年度も宜しく！ 

岡田・・・金髙会長、大本幹事、一年間よろし

くお願いします。 

岡本・・・金髙会長、大本幹事、一年間がんば

って下さい。松田さん、よろしくお

願いいたします。 

大蔭・・・金髙会長、大本幹事、頑張って下さ

い。松田新会員入会おめでとうござ

います。 

大本・・・今年度、みな様よろしくお願い致し

ます。松田会員、入会おめでとうご

ざいます！ 

佐々木・・金髙、大本丸の出航、誠におめでと

うございます。 

関・・・・金髙会長、大本幹事、一年間よろし

くお願いします。 

曽我部・・新年度執行部の皆様、よろしくお願

い致します。 

多田・・・新年度の初めに。 

竹森・・・金髙会長、大本幹事、一年間宜しく

お願い致します。 

田中(健)・金髙会長の船出を祝して。ついでに

事業所創立 81周年自祝。 

辻村・・・金髙会長、大本幹事、一年間がんば

って下さい。松田さん、入会おめで

とうございます。 

山本(依)・今年度は例会委員です。皆さんよろ

しくお願い致します。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――     

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥101010106,000 6,000 6,000 6,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥106,000106,000106,000106,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    

――――    同好会報告同好会報告同好会報告同好会報告    ――――    

7777 月月月月 11111111 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    
カボチャのクリームスープカボチャのクリームスープカボチャのクリームスープカボチャのクリームスープ    

コロ鯛のポワレコロ鯛のポワレコロ鯛のポワレコロ鯛のポワレ    

クリームチーズ入りの花ズッキーニを添えてクリームチーズ入りの花ズッキーニを添えてクリームチーズ入りの花ズッキーニを添えてクリームチーズ入りの花ズッキーニを添えて    

サラダサラダサラダサラダ    

ピーチメルバピーチメルバピーチメルバピーチメルバ    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

日 時：2014年 7月 4日(金) 

審議議案： 

1．新会員松田喜則氏の委員会所属に関してクラブ

奉仕部門は｢SAA｣、奉仕部門は｢国際奉仕委員

会｣とする旨、承認。 

――――    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    ――――    


