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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    

新年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。 

本年度上半期は、会員皆様の支えにより成功裏

に会務を運営することができ、皆様のおかげと大

変感謝しておりますが、下半期も会員皆様のご協

力が不可欠ですので引き続きご支援よろしくお願

い致します。 

さて、1月はロータリー理解推進月間です。対外

的には広報活動を通じ、対内的には情報集会の開

催等を通じ、ロータリーの組織と活動について理

解を推進しようとの目的で設定された月間です

が、当クラブでも次週例会で会員研修委員会担当

卓話が予定されております。会員のロータリー理

解がますます深まることと思いますので、次週、

北村委員長宜しくお願い致します。 

また、ロータリーフェステバルが5月5日に中之

島公会堂等で実施されます。泉ガバナーの発案で

対外広報を推進しようと企画され、来月には準備

会が行われ委員の長谷さんと会長、幹事が出席し

てまいります。5月5日にはできるだけ多数の皆様

の参加をお願い致します。 

 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  21名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  8名 

<1 月 9 日の出席率 77.14％> 

Make up を含む 12/5 の出席率 86.67％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・本日下半期の会費納入のお知らせを郵送させて

いただきます。期日までのお振込みをよろしく

お願いします。 

・上半期のニコニコの領収書をポスティングさせ

ていただいております。ご確認ください。 

・1月 23日のクラブ協議会資料および出欠提出が

まだの方は、至急提出お願いします。 

・次週 1 月 16 日例会終了後は 2 月度定例理事会

です。理事、役員の方はご出席よろしくお願い

します。 
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2015 年 1 月 16 日 第 1526 回例会 
ロータリー理解推進月間 

◎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◎次◎次◎次週週週週((((1111 月月月月 23232323 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

――――    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    ゲゲゲゲイリーＣイリーＣイリーＣイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢刑事弁護について刑事弁護について刑事弁護について刑事弁護について｣｣｣｣    

金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸会員会員会員会員    

･クラブ協議会（･クラブ協議会（･クラブ協議会（･クラブ協議会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「小さなさすらい人小さなさすらい人小さなさすらい人小さなさすらい人」」」」    

1111 月月月月 23232323 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｣    

――――    幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告    ――――    

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

････会員研修委員会担当会員研修委員会担当会員研修委員会担当会員研修委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢ロータリー情報会員研修事業を振り返ってロータリー情報会員研修事業を振り返ってロータリー情報会員研修事業を振り返ってロータリー情報会員研修事業を振り返って｣｣｣｣    

北村北村北村北村    光司委員長光司委員長光司委員長光司委員長    

････2222 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    バッハバッハバッハバッハ「「「「GGGG 線上のアリア線上のアリア線上のアリア線上のアリア」」」」    



福井・・・新年おめでとうございます。生きて帰

って来ました。 

長谷・・・2015 年の新しい年をお祝いすると共

に大手前 RC が益々楽しい RC になり

ますように。 

犬伏・・・初春を寿ぎて。 

金髙・・・誕生日自祝。新年明けましておめでと

うございます。 

小林・・・今年もよろしくお願いいたします。 

松浦・・・本年もよろしくお願いします。 

三木・・・おめでとうございます。 

中林・・・新年明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いします。 

中村(不)・新年あけましておめでとうございます。 

中野・・・本年もよろしくお願い致します。 

中田・・・おめでとうございます～～～。 

西尾・・・おめでとうございます。今年も宜しく！ 

岡田・・・新年明けましておめでとうございます。 

大蔭・・・今年の干支は創造的に成果を得る年だ

そうです。宜しくお願い致します。 

佐々木・・おめでとうございます。あと半年、金

髙会長、大本幹事がんばれ！！ 

瀬尾・・・今年もよろしくお願いします。 

関・・・・本年もよろしくお願い致します。 

竹森・・・あけましておめでとうございます。本

年もどうぞ宜しくお願い致します。 

田中・・・おめでとうございます。 

辻村・・・明けましておめでとうございます。 

山本・・・今年も 1年がスタート致します。皆様

宜しくお願い申し上げます。 

・東京研修旅行(3月実施)、広島研修旅行(5月実

施)の内容については、ローテックスと旅行会社

も交えて再考しなおす。 

・1月 17日(土)の大阪府高校留学生による体験発

表会については 6名参加予定。 

・次回委員会 

2月 14日(土)13：30～15：00 

◆第 3回オリエンテーション 15：00～16：30 

オリエンテーションは 1名欠席の為 4名で実施

したが、英語でのスピーチに関しては殆どが文章

を見ながらで声も小さくまだまだである。 

今年度は来日学生にも交代で出席してもらって

おり、今回はオードリー(フランス)とアンドレ(ブ

ラジル)だったが、派遣候補生とのコミュニケーシ

ョンがとれた点は良かった。 

・次回オリエンテーション 

2月 14日(土)15:00～17:00 

地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長地区青少年交換副委員長    辻村辻村辻村辻村    和弘和弘和弘和弘    

日時：2015年 1月 10日(土) 

場所：ガバナー事務所 

◆第 7回青少年交換委員会 13：30～15：00 

・今年の派遣候補生の派遣国については年内に全

て決定したが、米国ミネソタ州の地区よりワン

ウェイ受入れの話が有り、候補者を選択中。 

・フランスからの短期交換については大阪堂島RC

で決まりそうである。 

・・・・1111 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・1111 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ協議会（上半期報告・下半期計画） 

   (帝国ホテル｢撫子の間｣) 

・・・・1111 月月月月 31313131 日日日日((((土土土土))))        7777：：：：33330000 出発出発出発出発    

南淡路日帰りバスツアー 

   (帝国ホテル 1 階集合) 

・・・・2222 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：40404040～～～～    

ノミニー理事会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・2222 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    

歴代会長・幹事会 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・2222 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

3月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥74747474,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,318318318318,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    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    ――――    

1111 月月月月 11116666 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

人参人参人参人参のスープのスープのスープのスープ    

真鱈と白子のムニエル真鱈と白子のムニエル真鱈と白子のムニエル真鱈と白子のムニエル    お野菜を添えてお野菜を添えてお野菜を添えてお野菜を添えて    

サラダサラダサラダサラダ    

イチゴのミルフィーユイチゴのミルフィーユイチゴのミルフィーユイチゴのミルフィーユ    

濃縮乳のソルベを添えて濃縮乳のソルベを添えて濃縮乳のソルベを添えて濃縮乳のソルベを添えて    

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

――――    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    ――――    

――――    地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告地区青少年交換委員会報告    ――――    


