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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    

本日は大阪城北RCの黒岩様をお迎えしており

ます。黒岩様には小松会員の代理卓話者としてバ

リ島を舞台にした自伝的映画｢神様はバリにいる｣

の原作執筆のお話をしていただきますが、楽しみ

にしております。 

さて、会長任期もその3分の2が終わり、気の緩

みもあって風邪をひいてしまいました。先週金曜

日の例会では美味しい食事にほとんど手を付けず

丸一日絶食し、その後も2,3日は食欲不振で体重が

2キロ落ちましたが、年末年始の宴会続きで太った

分がやっと帳消しになりよろこんでおります。 

しかし油断はできないもので、昨晩は司法研修

所35期の同期会の宴会に出席し暴飲暴食をして

まいりました。 

35年前の若いころに戻って、思い出話と近況報

告に花を咲かせてまいりましたが、同期の弁護士

たちは、気持ちだけは若いものの外見は皆一様に

老けておりました。 

残り3分の1の期間には今月13日の32周年記念

例会、5月5日のRF、同月16日からの台北百齢RC

周年行事への参加等、重要行事が控えております

1 配布物 

①ロータリーの友 3月号 

②理事の方ガバナー月信 3月号 

2 地区より若手ロータリアン勉強会・懇親会の案

内。4 月 16 日 18：30 受付開始 19：00 より。

会場ヴィアーレ大阪。登録締切 4月 2日。 

・・・・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    

出席を力に、記念例会を有意義に。 

3月13日の例会は当クラブにとって記念すべき

創立 32年目の例会です。SAA，国際奉仕委員会、

そして親睦活動委員会が連携して楽しい例会にな

る様、準備していきます。 

台北より姉妹クラブである百齢RCより15名の

方々も参加いただけます。一人でも多くの会員、

ご家族のご参加をお願いします。 

ので、体力を整え、気を引き締めていこうと考え

ておりますので皆様のご支援宜しくお願い致しま

す。 
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2015 年 3 月 13 日 第 1534 回例会 
識字率向上月間 

◎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((((3333 月月月月 20202020 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    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢花花花花｣｣｣｣♪♪♪♪    

･卓話･卓話･卓話･卓話    

｢｢｢｢花の魅力花の魅力花の魅力花の魅力｣｣｣｣    

PePePePe’’’’taletaletaletale フラワーアーティスト中村フラワーアーティスト中村フラワーアーティスト中村フラワーアーティスト中村    仁美仁美仁美仁美氏氏氏氏        

((((河野河野河野河野    裕一会員紹介裕一会員紹介裕一会員紹介裕一会員紹介))))    

････4444 月度定例理事会および臨時理事会（月度定例理事会および臨時理事会（月度定例理事会および臨時理事会（月度定例理事会および臨時理事会（13131313：：：：40404040～）～）～）～）    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    中田中田中田中田    章章章章「「「「早春賦早春賦早春賦早春賦」」」」    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

････創立創立創立創立 32323232 周年記念例会周年記念例会周年記念例会周年記念例会（（（（18181818：：：：10101010～～～～    ））））    

･懇親会･懇親会･懇親会･懇親会    

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



朝槻・・・ポカポカ陽気ですね。 

福井・・・結婚記念日自祝。 

長谷・・・お誕生日と事業所創立記念日のお祝い

頂きありがとうございます。黒岩さん、

卓話楽しみです。 

犬伏・・・春浅き 友の帰りを 祈りつつ 

     盟友に無事帰還を願って。 

金髙・・・あと四ヶ月となりました。皆出席自祝。 

木村・・・黒岩博士、バリバリと頑張って下さい。 

小林・・・私事ですが、先日孫が産まれました。5

人目です。 

小松・・・本日もよろしく。本日の｢お話｣もよろ

しく。 

中林・・・15年皆出席自祝！ 

中村(不)・皆出席自祝！ 

 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  1名   会 員 出 席  27名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  3名 

<3 月 6 日の出席率 91.18％> 

Make up を含む 2/13 の出席率 90.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

・国際奉仕・国際奉仕・国際奉仕・国際奉仕委員会委員会委員会委員会    

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    

いよいよ来週パイリン RC の方々が来られま

す。13 名が 12 日正午に到着されますが、前日の

11日に TRACYさんと家族 3名が来られ、荷物が

たくさんで出迎えを要望されていますので大蔭さ

んと私で行って来ます。 

ウェルカムパーティーの出席者が昨年と比べて

少なくてさびしいです。欠席の方に是非ご協力を

お願い致します。 

3月15日にお見送りされる方にパイリン一行の

関空への到着時間が判りました。17：00までには

着くとのことです。出発階(最上階)でお見送り下

さい。 

委員委員委員委員    関関関関    謙二謙二謙二謙二    

台北百齢 RC28周年記念例会のご案内をいたし

ます。 

旅行期間：2015年 5月 23日(土)~5月 25日(月) 

(2泊 3日) 

利用航空会社：エアチャイナ 

利用ホテル：台北/ Palais De Chine 

(台北君品酒店) 

高雄/Ambassador Hotel Kaohsiung 

(高雄国賓飯店) 

旅行代金：61,050 円(燃料サーチャージ・空港使

用料・空港税等約¥12,000を除く) 

多くの会員の皆様にご参加いただきたくツアー

を企画しましたので、よろしくお願い致します。 

・・・・3333 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

4月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・4444 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

15‐16年度のための地区研修・協議会 

   (大阪国際会議場 5Fメインホール) 

・・・・4444 月月月月 17171717 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

5月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・5555 月月月月 5555 日日日日((((火火火火・祝日・祝日・祝日・祝日))))        9999：：：：00000000～～～～20202020：：：：00000000    

ロータリーフェスティバル 

   (大阪市中央公会堂) 

・・・・5555 月月月月 11115555 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

新旧合同定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

西尾・・・札幌の仕事も無事完了。ニシオボヌー

ル号も初出走初優勝でめでたし、めで

たし！ 

岡本・・・囲碁の会、楽しみです。中林さんあり

がとうございます。黒岩様、卓話よろ

しくお願いいたします。 

大本・・・黒岩将様、卓話楽しみです。来週いよ

いよ 32周年例会です。 

佐々木(宏)･すみません。来週記念例会欠席です。

忘れて先に海外への予定入れてしまい

ました。 

曽我部・・事業所創立記念日のお祝いをいただいて。 

山本・・・先日はイグレック竣工記念会にご参加

ありがとうございました。感謝申し上げ

ます。 

紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢直近の行事予定｣は今回割愛させ紙面の都合上｢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、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問ていただきました。必要な方は、幹事までお問
合せ下さい。合せ下さい。合せ下さい。合せ下さい。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥55559999,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,611611611611,000 ,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    ――――    

3333 月月月月 20202020 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｣    

――――    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    ――――    


