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卓話 「炉辺談話報告（国際・新世代奉仕担当）」
  国際奉仕　　長屋委員長
  新世代奉仕　木田委員長
 「登記に絡む損得」 大藤会員
Weekly No. 1531は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1532は田中（孝）委員長が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 石﨑会長

先週内容

次週 第1532回 例会予告　平成26年4月21日

卓話 「関西　電力事情」  関西電力北摂営業所
  　 　 所長　前田 昌章 様　　
   西村会員ゲスト
今週の歌 「奉仕の理想」

第1531回例会　平成26年4月14日

本日は、吹田西ロータリークラブ、春の移動
家族例会に多数ご出席頂きました。平素は会
員ご夫人の皆様方に、我らのロータリー奉仕活
動にご理解、ご協力を賜りまして厚く感謝申し
上げます。
本年度家族例会も、夏は大阪海遊館、クリス
マスはUSJと、ご家族共々楽しんでまいりまし
た。そして今回、華やかなる染井吉野、慎まし
い山桜が咲き誇る、京都・北山の「松山閣 松山」
にての京料理を、ご夫妻でお楽しみ下さい。（ひと
り参加の方は、良き伴侶を思い浮かべながら…）
ここ「松山閣 松山」の五代目、若旦那・松山
吉之氏は、元サッカー日本代表、そして初代ガ
ンバ大阪・釜本監督のもと、選手として活躍さ
れていました。

幹事報告 井伊幹事
◦3月25日、社会奉仕委員会事業のスロープ寄
贈セレモニーで、木瀬部屋の方にご協力い
ただいて、吹田市長、子供達から大変喜ばれ
ました。木瀬部屋へ感謝状をお送りします。
その時にお礼をお贈りしたいので、カンパ
をお願い致します。クラブ奉仕、清水委員長
がテーブルを回りますので、よろしくご協
力下さい。セレモニーの詳細は社会奉仕委
員会からご報告致します。

ロータリー雑誌月間

現在、松山社長はRI第2760地区（愛知県）の
ロータリアンでもあります。
今日の天気は晴れ男、私のなせる業、満開の
桜は、親睦活動、SAAの皆さんからの贈り物です。
それでは、春爛漫！を「いただきます……ご
ちそうさん」しましょう。
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◆石﨑会長
会員ご夫人の方々、京料理をお楽しみく
ださい。
◆新井会員
家族移動例会楽しみにしておりました。
いろいろと御苦労さまでした。
◆河邊会員
移動例会お世話になります。

ニコニコ箱 橋本（徹）SAA

出席報告
●会　員　数 50名 ●来　　　客 12名
●出席会員数 30名 ●本日の出席率 78.95％
●3月10日の出席率（メーキャップを含む） 100％

清水クラブ委員長

誕生御祝－4月

結婚御祝－4月
 昭和 31 年 4 月 1 日 梶山会員ご夫妻
 昭和 42 年 4 月 2 日 郷上会員ご夫妻
 昭和 54 年 4 月 3 日 本田会員ご夫妻
 平成 4 年 4 月 15 日 清水会員ご夫妻
 昭和 62 年 4 月 18 日 橋本（徹）会員ご夫妻
 平成 1 年 4 月 23 日 木田会員ご夫妻
         以上6組

会員
 昭和 35 年 4 月 3 日 橋本（徹）会員
 昭和 26 年 4 月 17 日 由上会員
 昭和 31 年 4 月 18 日 山岡会員
 昭和 28 年 4 月 21 日 杦本会員
         以上4名
会員夫人
    4 月 12 日 石﨑会員夫人
    4 月 18 日 仲辻会員夫人
    4 月 29 日 𠮷田会員夫人
         以上3名

今回は8組31名のご参加のもとで開催とな
りました。コース、スタート時間等は下記の
通りです。

記
日時　平成26年4月16日（水）
　　　9時07分スタート
場所　関西カントリークラブ
　　　京都府亀岡市西別院町柚原東深谷9番地
　　　TEL 0771-27-2131
集合　午前8時30分までに受付をお願いします。
　　　尚、当日会費1万円を受付時にお支
　　　払いください。
　　　プレー費は各自ご精算願います。
競技方法：対抗戦は会長・会長代理を含
む上位10名のトータルで決める。個人戦は
ダブルリペア方式とする。（同ネットの時は
ハンディ上位、年齢順）
◎表彰式は関西カントリークラブで行います。

橋本（芳）会員ゴルフ同好会
第13回クラブ対抗ゴルフコンペのご案内

◆小川会員
京都で花見を楽しませていただきます。
親睦委員の皆さんお世話になります。
◆田中（慶）会員
家族会を楽しみにして居ります。
◆梶山会員
御無沙汰しています。
◆髙木会員
京都も久しぶりです。楽しみです。
◆家村会員
今日はお世話になります。親睦さん、
素晴らしい所にありがとうございます。
◆青木会員
本日の家族移動例会ありがたく楽しま
せていただきます。
◆瀬川会員
設営ありがとうございます。
◆郷上会員
今日はお世話になります。
◆井伊会員
春の移動例会楽しみです。よろしくお
願いします。
◆阿部会員
親睦、SAAの皆さんご苦労様です。
◆小林会員
みなさん、花冷の京都へようこそ。
◆杦本会員
素晴らしい場所での体験、楽しませて
頂きます。ありがとう！
◆堀会員
京都の移動例会楽しみにしております。
◆由上会員
今日はお世話になります。よろしく御
願いします。
◆木田会員
バスに乗ってよかったです。
◆橋本（徹）会員
バスで来られた方すみません！家族会
楽しみましょう。
◆木下会員
二度目の移動例会で、親睦委員として
の初仕事です。ご迷惑をかけないよう
務めます。
◆伊藤会員
感謝。
◆荻田会員
謝雯さんの送別会にはたくさんご参加
下さりありがとうございました。また、
本日は親睦委員の皆様ご苦労様です。
◆榎原会員
結婚記念の花ありがとうございました。
＆本日の京都楽しみます。
◆坂口会員
榎原さんにお世話になりました。（ヨミ
ウリカントリー前でエンストしました）
◆矢倉会員
1年間お休みさせて頂き有難うござい
ました。また、よろしくお願い致します。
◆清水会員
本日、娘が私の母校でもあります、千
里第三小学校に入学致しました。決し
て孫ではありません。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 77,000円
 累計のニコニコ箱 1,358,550円



例会春の移動家族例会
平成26年４月7日（月）
於：京都  松山閣 松山
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新井会員 ホールインワンを祝して

乾杯の音頭　坂口パスト会長

司会　紙谷親睦委員長
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ENGAGE ROTARY  CHANGE LIVES

－4－

閉会の挨拶　田中（慶）会長エレクト大相撲 木瀬部屋へ感謝状


