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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    

今年も残すところ 2か月となりましたが、年末

までに三世代クラブ合同社会奉仕事業、合同例会、

地区大会、大手前整肢学園クリスマス会バザー設

営、クリスマス家族会等の重要事業が予定されて

いますので多数の会員の参加、協力を宜しくお願

い致します。 

さて、先週土曜日(11 月 1 日)、大阪鶴見 RC の

30 周年記念式典に大本幹事とともに出席してま

いりました。同クラブの水間会長は私の 30 年来

の友人であり、また、同クラブの会員に親しい友

人が沢山いたこともあり、5 時間にも及ぶ盛大な

式典でしたが楽しく過ごさせていただきました。 

式典のなかで台北華朋 RCとの姉妹クラブ締結

式も併せて行われましたが、大阪中之島 RCとと

もに今回の姉妹提携の仲介をされた台北福齢 RC

のヘンリーさんも出席されておられました。当ク

ラブの子クラブである大阪中之島 RCと台北百齢

RCの子クラブである台北福齢 RCが新たな姉妹

提携の懸け橋となっていることに、当クラブのこ

れまでの国際奉仕活動がいろいろなところで結実

していることを実感いたしました。 

 国内ビジター 0名   会 員 数  36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  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  7名 

<11 月 7 日の出席率 79.41％>  

Make up を含む 10/10 の出席率 80.00％ 

1．①配布物 ロータリーの友 

   ②中之島 RCより 11月 15日土曜日 開催 3ク

ラブ合同奉仕事業 ｢もちつき交流会｣の案内 

   ③理事の方にガバナー月信 11月号 

2．18日第 2回若手ロータリアン研修セミナー・

懇親会が開催されます。会場ヴィアーレ大阪で

す。 

3．再来週 21日 12月度定例理事会です。 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    
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2014 年 11 月 14 日 第 1519 回例会 
ロータリー財団月間 

◎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((((11111111 月月月月 21212121 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

11111111 月月月月 21212121 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    

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 4444 階｢階｢階｢階｢牡丹牡丹牡丹牡丹の間｣の間｣の間｣の間｣    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢たきびたきびたきびたきび｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢一生現役をめざして一生現役をめざして一生現役をめざして一生現役をめざして｣｣｣｣    

長谷長谷長谷長谷    裕代会員裕代会員裕代会員裕代会員    

････12121212 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    レイバッハレイバッハレイバッハレイバッハ「「「「ノクターンノクターンノクターンノクターン」」」」    

――――    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    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪♪♪♪｢｢｢｢故郷故郷故郷故郷｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢献血の現状について献血の現状について献血の現状について献血の現状について｣｣｣｣    

大阪赤十字血液センター大阪赤十字血液センター大阪赤十字血液センター大阪赤十字血液センター    献血推進一部献血推進一部献血推進一部献血推進一部    

推進課長推進課長推進課長推進課長    安原安原安原安原    武志武志武志武志氏氏氏氏    

((((上野上野上野上野    勝巳勝巳勝巳勝巳会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介))))    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    マルグリット・モノーマルグリット・モノーマルグリット・モノーマルグリット・モノー「「「「愛の讃歌愛の讃歌愛の讃歌愛の讃歌」」」」    

11111111 月月月月 11114444 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

カニとホタテのカレー風味のカニとホタテのカレー風味のカニとホタテのカレー風味のカニとホタテのカレー風味のスープスープスープスープ    

さわらのポワレ菊菜の香るブールブランソースさわらのポワレ菊菜の香るブールブランソースさわらのポワレ菊菜の香るブールブランソースさわらのポワレ菊菜の香るブールブランソース    

サラダサラダサラダサラダ    

タルトタタンタルトタタンタルトタタンタルトタタン    バニラアイスと共にバニラアイスと共にバニラアイスと共にバニラアイスと共に    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    



朝槻・・・東京のロータリーメイト(能力開発の社

長)から、ヤッホー！！とラブレター、

嬉しかった。 

長谷・・・本日の卓話、佐々木会員の｢ロータリー

財団について｣楽しみです。 

犬伏・・・中村不二さんにいつも可愛いおみやげ

を頂きます。感謝！ 

金髙・・・今年も後 2 ヶ月ですね。頑張りましょ

う。 

鹿野・・・卓話いつもおもしろいです。 

小林・・・秋ですね。ゴルフの秋、食欲の秋、読

書の秋、秋を満喫しています。 

松田・・・11 月 3 日帝国ホテル 125 周年期間に

入りました。 

中村(匡)・立冬、おだやかな日よりですね。 

西尾・・・とても良い事がありました。 

岡田・・・佐々木さん、先日のコンペではお世話

になり、ありがとうございました。 

岡本・・・結婚記念日、忘れないようにいたしま

す。 

大本・・・佐々木さん、卓話楽しみです。再来週

欠席のおわび。 

佐々木・・本日はためになるお話しです。 

山本・・・秋たけなわです。おいしい物がいっぱ

いです。皆さん食べすぎない様に。 

・・・・親睦活動親睦活動親睦活動親睦活動委員会委員会委員会委員会    

委員長委員長委員長委員長    松浦松浦松浦松浦    貞男貞男貞男貞男    

～～～～年末・年始の親睦活動計画について年末・年始の親睦活動計画について年末・年始の親睦活動計画について年末・年始の親睦活動計画について～～～～    

待望のクリスマス家族会が近づいてきました。

詳しくは、12月理事会後に第 2報でお知らせいた

しますが、1 月に計画しています日帰りバスツア

ーと併せて第 1報をお送りします。 

１．クリスマス家族会について 

  日時：12月 19日(金曜日)  

17時 30分より RC例会開会 

     18時 10分より 家族会開宴 

  場所：帝国ホテル大阪 

  会費：後日決定のうえお知らせします。 

     家族同士のプレゼント交換や余興につ

いて委員会にて検討中です。 

  食事スタイル：着席によるフレンチ・フルコ

ース 

２．南淡路への日帰りバスツアー 

  身近で、しかし忘れられがちな淡路島。そこ

に美味しいフレンチを出すホテルがありま

す。目の前には雄大な渦潮を見ることが出来、

冬にはスイセンの花が咲き乱れます。会員と

ご家族の皆さんが楽しめる日帰りバスツアー

を計画しています。 

  日時：1月 31日(土曜日) 

  旅程：08：00頃 帝国ホテルを出発 

     10：50  渦潮クルーズ出航 

     12：30 頃 昼食(ホテルアナガでのフ

レンチ料理) 

     15：00頃 灘黒岩水仙卿散策 

     16：00 頃 大阪へ→18：00 頃、帝国

ホテル着 

     天候により水仙卿など若干の変更はあ

ります。 

  会費：目下検討中です。 

2 つの企画をみなさんの手帳に載せておいてくだ

さい。宜しくお願いします。 

紙面の都合上｢紙面の都合上｢紙面の都合上｢紙面の都合上｢先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話｣は今回割愛させてい｣は今回割愛させてい｣は今回割愛させてい｣は今回割愛させてい

ただきました。ただきました。ただきました。ただきました。次週の週報に掲載させていただ次週の週報に掲載させていただ次週の週報に掲載させていただ次週の週報に掲載させていただ

きますきますきますきます。。。。    

・・・・11111111 月月月月 11115555 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

三世代クラブ合同社会奉仕事業 

   (社会福祉法人成美学寮(奈良市柳生)) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 27272727 日日日日((((木木木木))))        12121212：：：：30303030～～～～14141414：：：：00000000    

三世代クラブ合同例会 

   (太閤園ガーデンホール) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        例会終了後例会終了後例会終了後例会終了後    

年次総会(次年度理事・役員発表) 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))        14141414：：：：00000000～～～～    

地区大会第 1日目 

   (シェラトン都ホテル大阪) 

・・・・12121212 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：20202020～～～～    

地区大会第 2日目 

   (フェスティバルホール) 

・・・・12121212 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 19191919 日日日日((((金金金金))))        ((((夜例会夜例会夜例会夜例会))))    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))            

休会 

・・・・1111 月月月月 2222 日日日日((((金金金金))))            

休会 

 

 

 

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥52525252,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥999952525252,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

――――    委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告    ――――    

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    


