
卓　　話　クラブフォーラム
　　　　　　「私の職業について」　辻　会員
今週の歌　「それでこそロータリー」

先週内容

会長挨拶 青木会長

荻田幹事

　さて本日は、家族移動例会です。
場所をホームグラウンドの江坂東急ＲＥＩホテル
から京都高尾のもみぢ屋さんに移しましての納涼
川床です。

メンバーが、常々ロータリアンとして、奉仕活動
や親睦活動に専念できるのも、本日ご同伴いただ
いておりますご夫人そしてご家族の方々のご協力
があってこそのことでございます。
この席をお借り致しまして、厚く感謝申し上げる
次第です。ありがとうございます。
  こちらのもみぢ屋さんでの家族会を「京都のこと
なら、わしに任せとけ」と仰る小林ＳＡＡに提案
申し上げましたところ、「ええんちゃう」と太鼓判
を押していただき、ほっといたしました。
本日の席順や段取りに付きまして、いろいろとお
骨折りくださいまして、ありがとうございました。
  また木下親睦委員長には、清水親睦副委員長、紙
谷親睦委員と共に 6 月には第 1 回目の下見をして
いただき、そして 7 月の第 2 回目は単独で、再度
足を運んでいただき、下調べをしていただいたそ
うで、本当にありがとうございました。
　それでは皆様と共に本日の「舞妓さんと一緒に
納涼川床料理」を楽しみたいと存じます。
ありがとうございました。

1. 佐藤会員の容態について
9 月 2 日、吹田協和会病院へ佐藤会員のお見舞い
に青木会長とともに行って参りました。8 月 2 日
に脳梗塞で吹田循環器病院に入院されましたが、
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現在、転院され、リハビリに励まれています。1,2
週間の内には退院され、職場復帰はされるそうで
すが、クラブへはしばらく欠席されるそうです。

2. ロータリー財団の委員長代理について
山岡会員が佐藤会員の復帰まで、ロータリー財団
の委員長の代理をしていただくことになりました。
よろしくお願いします。

理事会報告
第 5 回理事会を 8 月 31 日に開催し、事項につい
て決定・承認されました。
1.  11 月度プログラムについて　承認。
2.  秋の移動例会の予算、進行等について確認。集
金方法については課題解決を探ることに。
3. 会報誌編集業者　畑良子氏との業務請負契約の
承認。
4. ニコニコ箱の封筒について作成するかについて
は、1000 枚で 1 枚当たり単価が 35 円かかるため
袋ではなく記入用紙を作成し、試用してみること
で決定。
5. タイ国キャサテッアック提督他 1 名の日本への
訪問対応については、クラブではなく有志で対応
することで決定。
6. 戦略計画委員会の設置について、次回で検討す
ることに延期。
7. ガバナー訪問において、五大奉仕理事が、要望・
質問に替えて、各方針を発表することですること
で決定。
8. 江坂ふれあい広場への共催・後援・協力につい
て澁谷副会長より説明。対応については次回で対
応。

基本的教育と識字率向上月間
幹事報告　

（本日の原稿をお渡し下さい）
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　小林ＳＡＡ　

◆青木会長：
本日は家族移動例会お世話になります。 
◆伊藤会員：
本日、よろしくお願いします。
◆家村会員：
川床料理楽しみます。親睦の皆様ご苦労様
◆梶山会員：
皆様御元気ですか？
◆村井会員：
本日の移動例会宜しく
◆西村会員：
移動例会、幹事様ありがとうございます。
◆石崎会員：
移動家族例会、家内が参加出来ずに残念！！
◆杦本会員：
本日の移動例会、川床料理楽しみにしてい
ました。SAA、親睦スタッフの
皆様ありがとうございます。

◆清水会員；
本日の移動家族会楽しんでください。
◆橋本徹会員：
親睦委員会の皆様ありがとうございます。
◆荻田会員：
会員の皆様、ご家族の皆様、秋の高雄を楽
しみましょう。
◆木田会員：
親睦委員会の皆様ごくろうさまです。楽し
ませていただきます。
◆高木会員：
家族会（移動例会）の準備ごくろうさまで
した。本日よろしくお願いします。
◆田中会員：
京都、高雄の秋の移動家族例会よろしくお
願いします。
◆坂口会員：
秋の移動例会を楽しんで飲みます。
◆小川会員：
京都での家族会楽しみにしております。
◆河邊会員：
待ちにまった京都移動例会楽しくて朝から
ニコニコしています。
◆瀧川会員：
おこしやす。京都川床久し振りです。
◆木下会員：
青木会長の元での初移動例会、たくさんお
集まり頂きありがとうございます。不慣れ
ですがよろしくお願いします。
◆瀬川会員：
本日は設営ありがとうございます。
◆辻会員：
今日は 2人（嫁）と参加させていただきます。 

◆橋本芳会員：
京都川床楽しみます。木下委員長がんばっ
てください。
◆榎原会員：
親睦のみなさまお世話になります。雨が心
配ですが。
◆宮川会員：
久々の床料理お世話になります。
◆井伊会員：
移動例会楽しみにしています。親睦、SAA、
クラブ奉仕の皆様ご苦労様です。
◆渋谷会員：
もみじ家さんの川床料理楽しみにしていま
した。ありがとうございます。
◆橋本幸会員：
今月 50 歳になりました。人生の折り返し
点でしょうか？川床料理楽しみ
にしています。
◆由上会員：
クイズ。20 歳未満の舞妓さんにお酒を飲ま
せました。飲ませた助平な貴殿、及び舞妓
さんは罪に問われるのでしょうか？答えは
宴会時！
◆小林会員：
コメントなし
◆紙谷会員：
コメントなし

            本日までのニコニコ箱　256,491 円
　         本日のニコニコ箱　　　  92,000 円
　         累計のニコニコ箱　　  348,491 円
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秋の移動例会　もみじ屋　京都高雄
乾杯の挨拶　
渋谷副会長

親睦委員長
あいさつ



閉会挨拶　伊藤委員長
ロータリーソング　「手と手つないで」

新会員紹介

記念撮影

京舞

もみじ屋　京都高雄

歓談

舞妓さん登場


