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THE FUTURE OF ROTARY 

IS IN YOUR HANDS

4つのテスト

－ 創立30周年 －

 ●真実かどうか　　 ●みんなに公平か　　 ●好意と友情を深めるか 　　●みんなのためになるかどうか

Weekly NO.
平成　　年　　月　　日２１ ８ ３

－1－

1341

卓話「会員増強及び会員拡大月間」
会員増強　橋本（徹）委員長

「30周年について」
30周年　家村実行委員長

今週の歌　「君が代」「四つのテスト」

第１３４１回　例会　平成２１年８月３日

先週内容

卓話 「環境について」　クラブ奉仕　由上委員長
ＷｅｅｋｌｙＮｏ．1341は郷上委員が担当しました。
ＷｅｅｋｌｙＮｏ．1342は島田委員が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会員増強及び拡大月間

会長挨拶 仲辻会長

　不順な天候か続きます。天神祭を過ぎても梅雨

明け宣言がされないのは初めてのことと思います。

会員の皆様、呉 も々健康に御留意ください。

　本日の例会は、ガバナー補佐大森保子様の御出

席をいただいております。大森様、御苦労さまでござ

います。　木久美子会員も出席いただきました。

　２週間目の例会ですが、出来事が沢山あります。

１．先ず先週金曜、くりーん亭にてクラブ奉仕による炉

辺談話が開催されました。出席会員から活発な

御意見があり、その模様は由上担当理事が録音

されていますので、後日発表があると思います。

２．コロンボセントラルRCより、30代会長の就任式へ

の招待状が幹事名で届いています。日時は8月14

日午後6時30分、ヒルトンホテルコロンボで行われ

ます。当会として出席するか否か、招待状に対し

返事が必要です。本日理事会の議題といたしま

すが、会員の皆様で御意見のある方は私までお

申し出下さい。

３．最後にゴルフ好きの会員には、米女子プロゴルフ

ツアーに組み込まれているエビアン・マスターズで、

宮里 藍さんがプレーオフの末、優勝したニュース

です。喜ばしいことと思います。ただ読売新聞では、

女子の海外ツアーでの優勝は福島晃子さん以来

５人目とありましたが、日経新聞では６人目とありま

した。どちらが正しいのでしょうか。

次週　第１３４２回例会予告　平成21年8月10日

幹事報告 清水幹事

１．新入会員木田会員の所属を親睦委員会と決定

致しました。

２．本日例会終了後、第２回の理事会を開催いたしま

すので、理事役員の方はご出席下さいますようお

願い致します。
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国際奉仕委員会 田中（慶）委員長

　先日来お知らせしていました国際奉仕委員会を、

次週8月3日（月）例会終了後開催いたします。

　国際奉仕、ロータリー財団、米山記念奨学会、

世界社会奉仕、青少年交換の各委員の皆さま、

ご多忙とは存じますが、ご参加下さいますよう、よろし

くお願い致します。

◆仲辻会長
大森保子ガバナー補佐をお迎えして。

◆榎谷会員
　木様をお迎えして。昨日のサンケイ新聞
に女性会員の記事がありました。

◆尾家会員
１、長期欠席のお詫び。  ２、岡先生大変お
世話になりました。 ３、家内の誕生祝いあり
がとうございました。

◆小林会員
田中さん、家村さん、坂口さん、そしてどうい
う訳か阿部さん、アリガトウゴザイマシタ。

◆郷上会員
久しぶりに早くきました。

◆島田会員
会計、本日で完全終了。

◆佐藤会員
先週欠席しました。一足先に島原天草の
田舎に帰ってまいりました。
──────────────────

本日のニコニコ箱 28,000円
累計のニコニコ箱 143,000円

ニコニコ箱 本田副SAA

出席報告 伊藤委員長

●会　員　数 49名 ●来　　　　客 1名

●出席会員数 40名 ●本日の出席率 90.91％

●6月29日の出席率（メーキャップを含む） 100％

ゲ　ス　ト 佐藤委員

　本日のお客様を紹介させていただきます。

　茨木西RCよりガバナー補佐、大森保子様がお越

しいただいています。本日の例会をごゆっくり楽しん

でください。

新入会員紹介

○姓　　名　… 　木久美子

３．サンケイ新聞に「変わるロータリークラブ第2660地

区の元気人」が日曜日に掲載されておりますので、

２回目、３回目分を回覧致します。

４．第2580地区より「日台ロータリー親善会議参加ツ

アー」のご案内が届いております。回覧致します

ので、ご希望の方は事務局までお申し出下さい。

５．大森ガバナー補佐より、辯天宗の花火大会のご

招待状をいただいております。8月8日（土）です。

８部ございます。ご希望の方は事務局までご連絡

下さい。

６．東急インより、8月7日～16日の10日間限定のサマー

バイキングの案内がきております。ロータリークラ

ブ会員は￥4,500（食べ放題＋飲み放題）です。

皆様ご利用下さい。

会員

昭和 32 年 8 月 14 日 荻田会員

昭和 23 年 8 月 20 日 　木会員

昭和 13 年 8 月 30 日 鈴木会員

以上３名

会員夫人

  8 月 8 日 村井会員夫人

  8 月 19 日 島田会員夫人

  8 月 21 日 坂口会員夫人

  8 月 29 日 榎谷会員夫人

以上４名

誕生御祝－８月

第１回 平成21年9月16日（水）
場所　太平洋クラブ六甲コース

第２回 平成21年11月18日（水）
第３回 平成22年4月3日（土）
第４回 吹田江坂RCとの対抗戦（未定）

　多数の会員、ご夫人のご参加を頂きますよう
よろしくお願い致します。

阿部会員ゴルフ同好会

2009～2010年 吹田西RC親睦コンペ開催案内

びと
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　RIの方針のもと、毛利会長の方針に基づいて一

年間活動してまいりました。

○活動内容について、SAA、親睦委員長には、今

迄と趣の違った計画をお願いしました。

○当初の国際奉仕の理事が退会され、郷上副委

員長、小林委員にはご迷惑をおかけしました。

○前年度から49名の会員数でスタート。途中5名の

退会、3名の入会があり、実質47名です。

○GSE、4月6日～12日迄、フランスからアルナード・パ

シール氏を迎え、紙谷会員宅にてホストファミリー

を引き受けて頂きました。今後の地区からの要望

について、ホストファミリーをどのようにして受けて

頂くか、課題と思います。

○一年間ご協力頂いた会長、理事、会員の皆様に

厚く御礼申し上げます。

　別途配布資料をご参照下さい。予算酷しき折、例

会欠席の時は午前中にご連絡を下さい。

◆仲辻会長
大森保子ガバナー補佐をお迎えして。

◆榎谷会員
　木様をお迎えして。昨日のサンケイ新聞
に女性会員の記事がありました。

◆尾家会員
１、長期欠席のお詫び。  ２、岡先生大変お
世話になりました。 ３、家内の誕生祝いあり
がとうございました。

◆小林会員
田中さん、家村さん、坂口さん、そしてどうい
う訳か阿部さん、アリガトウゴザイマシタ。

◆郷上会員
久しぶりに早くきました。

◆島田会員
会計、本日で完全終了。

◆佐藤会員
先週欠席しました。一足先に島原天草の
田舎に帰ってまいりました。
──────────────────

本日のニコニコ箱 28,000円
累計のニコニコ箱 143,000円

卓　　話卓　　話

「2008～2009年度　決算報告」

　　　　　　　　　　　　　　　島田直前会計

「2008～2009年度　活動報告」

　　　　　　　　　　　　　　　阪本直前幹事

「2009～2010年度　予算案」

　　　　　　　　　　　　　　　　　荻田会計

　　　　　　　　　　　　　家村直前会計監事

　別途配布資料をご参照下さい。

Make Dreams Real
　　　　　　　夢をかたちに
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1. ２００９年～２０１０年度のための地区協議会
２００９年４月２５日（土）
大阪国際会議場

 
2. クラブ協議会

２００９年５月１８日（月）
出席者　吹田西ＲＣ理事・委員長

 
3. 少年少女ニコニコキャンプ

２００９年７月３１日（金）～８月２日（日）
ホスト　大阪御堂筋ＲＣ
大阪府立青少年海洋センター

 
4. ガバナー補佐訪問　大森保子氏（茨木西ＲＣ）

２００９年７月２７日（月）※例会出席のみ
２００９年１０月５日（月）※例会後クラブ協議会開催

5. 秋のライラ
２００９年１０月１０日（土）～１２日（月）
ホスト　大阪阿倍野ＲＣ
関西大学高槻キャンパス

6. 秋の移動家族例会
２００９年１０月１９日（月）
於　京都　一力亭

7. ガバナー公式訪問　大谷 透氏（大阪西南ＲＣ）
２００９年１０月２６日（月）

8. 年次総会
２００９年１２月１４日（月）
於　江坂東急イン

9. クリスマス家族例会
２００９年１２月２１日（月）
於　未定

10.ＩＭ（第２組）
２０１０年１月３０日（土）
ホスト　高槻東ＲＣ
ホテル阪急エキスポパーク

11.２００９年～２０１０年度地区大会
２０１０年２月２６日（金）～２月２７日（土）
ホスト　大阪西南ＲＣ
リーガロイヤルホテル・大阪国際会議場

12. 春の移動家族例会
２０１０年４月５日（月）
於　未定

13. 地区協議会
２０１０年４月２４日（土）
ホスト　八尾ＲＣ
大阪国際会議場

14. 春のライラ
２０１０年５月２日（日）～４日（火）
ホスト　大阪城北ＲＣ
大阪府立青少年海洋センター

15.３０周年記念式典
２０１０年６月７日（月）
於　江坂東急イン

16. 国際大会
２０１０年６月２０日（日）～２３日（水）
カナダ モントリオール

※炉辺談話（情報集会）
クラブ奉仕 ７月２４日（金）
国際奉仕 ９月１１日（金）
社会奉仕 １１月13日（金）
職業奉仕 ２月１９日（金）

※例会休会日
８月１７日、 １１月２日、 １２月２８日、 １月４日

※ご報告
　２００９年６月２６日（金）新旧理事懇親会が、くり
ーん亭にて開催されました。

「2009～2010年度　主要行事予定」

　　　　　　　　　　　　　　　　　清水幹事


