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卓話　「職業奉仕委員会  －出前授業の報告－」
  大藤会員
今週の歌「四つのテスト」

第1443回例会　平成24年1月23日

「ロータリーの理念と精神の追求」

卓話　「私の職業　－今年度の経済見通し－」 元田会員
Weekly No. 1443は宮川委員が担当しました。
Weekly No. 1444は井伊委員が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 阪本会長

先週内容

次週 第1444回 例会予告　平成24年1月30日

Weekly No.1443／ 平成24年1月23日

紙谷幹事幹事報告

◦松の内も過ぎましたが、後れ馳せながら新
年明けましておめでとうございます。皆様
ご家族お揃いで平成24年を迎えられた事と
思います。新年は壬辰（みずのえたつ）、天
高く昇る昇竜のごとく、世の中が希望をも
てるようになればと思います。今年も全員
元気で過ごしましょう。

ロータリー理解推進月間 ◦明けましておめでとうございます。本年も宜
しくお願い致します。
◦4月14日㈯14:00、阪急エキスポパークにて
IMが開催されます。出欠表を回覧致します。

◦初吟会で和歌を学びました。
　　「新しき 年のはじめの 朝めざめ
　　　　　生きとし生ける 心はげまむ」
　　　　　　『新年祝いの歌』
　　　　　　　斉藤茂吉 作（歌人・精神科医）
　大意
　新年を迎えた朝、清々しい心で目覚める事
が出来た、生きとし生けるもの全てが心を
励まして生きていきたいものだ。

◦日本舞踊二代目、花柳若三郎様、ようこそ。
本日よろしくお願いします。

坂口会長エレクトの音頭で乾杯

◦ロータリー米山記念奨学会より、米山功労ク
ラブ感謝状が届きました。

◦理事会報告
⑴3月度卓話プログラムを承認。
⑵12月19日、クリスマス移動例会収支報告
を承認。
⑶新入会、矢倉会員の所属委員会を親睦活動
委員会とすることを承認。
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出席報告
●会　員　数 41名 ●来　　　　客 2名
●出席会員数 43名 ●本日の出席率 93.18％
●12月12日の出席率（メーキャップを含む） 100％

𠮷田委員長

◦明けましておめでとうございます。本年も宜
しくお願い致します。
◦4月14日㈯14:00、阪急エキスポパークにて
IMが開催されます。出欠表を回覧致します。

誕生御祝－１月

大藤委員長職業奉仕委員会
　1月19日㈭13:45（5限目）に、江坂大池小学
校にて出前授業を行います。但し、本日、杉本
校長先生より連絡があり、対象学年ではない3
年生が学級閉鎖になったそうです。延期にな
る可能性がありますので、出席希望の方のため、
中止の場合は木曜日の午前中に事務局より
FAX致します。

清水委員長親睦活動委員会
　昨年のクリスマス家族会で放映しました。2
種類の映像DVDを販売致します。A・B各々
￥1,000.‒です。内容は下記となっております。
回覧致します。

クリスマス家族会DVD内容
Ａ：クリスマス家族会の途中（マジックショー
終了後～サンタ登場前）に放映したDVD
です。2011年１月から12月までの活動記
録（例会風景、４大奉仕事業、各同好会、
移動例会、炉辺談話等々）の写真がコメン
ト入りでクリスマスソングに併せて流れ
ます。その後、阪本会長のサンタクロース
画像があり、クリスマス風景の静止画、音
楽が流れます。シネマ風に作成しており、
2011年の記録として永久保存版！

Ｂ：クリスマス家族会の最後に放映した、当日
の模様をダイジェストでまとめたDVDで
す。受付～教会での例会～クリスマス家
族会（似顔絵、ピアノ演奏、テーブルマジッ
ク～マジックショー、サンタクロース登場、
屋外デザートビュッフェ、集合写真等）の
模様が、ダイジェストで流れ、皆様に書い
て頂いたクリスマスメッセージが流れま
す。ご欠席した方も含め、全てのメッセー
ジ、お名前も流れ、当日の雰囲気、様子が
よくわかります。クリスマスソングに併
せて流れ、何度見ても楽しく思い出に残
る映像と思います。ご出席者も、ご欠席さ
れた方も、永久保存版として！

 昭和 44 年 1 月 13 日 阪本会員ご夫妻
 昭和 62 年 1 月 17 日 阿部会員ご夫妻
 平成 7 年 1 月 22 日 荻田会員ご夫妻
 昭和 32 年 1 月 30 日 中堀会員ご夫妻
         以上4組

結婚御祝－１月

ゲ　ス　ト 榎原委員

 ゲストスピーカー 花柳 若三郎 様
 吹 田 R C 宮脇 　一彦 様
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⑵12月19日、クリスマス移動例会収支報告
を承認。
⑶新入会、矢倉会員の所属委員会を親睦活動
委員会とすることを承認。
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◆仲辻会員
新年おめでとうございます。春から縁
起のよいことがありました。愛馬ジェ
ンテイルドンナ号（但し共有）が、１月
8日京都競馬場でシンザン記念にル
メール騎乗で1着、優勝しました。

◆阪本会長
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

◆石﨑会員
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

◆本田会員
あけましておめでとうございます。二
代目 花柳 若三郎 様、本日卓話よろしく。

◆田中（慶）会員
二代目 花柳 若三郎 様、今日の踊り宜
しくお願いします。

◆榎原会員
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。

◆長屋会員
新年おめでとうございます。本年も宜
しくお願い致します。

◆澁谷会員
おめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。

ニコニコ箱 元田副SAA

田中（慶）委員長ロータリー財団委員会
　本日、木田会員、清水会員、紙谷会員、坂口
会員、宮川会員、杦本会員より特別寄付を頂き
ました。ご協力ありがとうございました。

◆清水会員
新年あけましておめでとうございます。
旧年中、秋・クリスマス家族会他、ご
協力ありがとうございました！本年も
よろしくお願いします。

◆右松会員
本年もよろしくお願いします。

◆勝会員
明けましておめでとうございます。多
くの会員の方々より年賀状を頂き、あ
りがとうございました。私は元旦から
仕事でした。

◆西村会員
新年が良い年になることを祈っていま
す。

◆宮川会員
本年もよろしくお願いします。

◆井伊会員
本年もどうぞよろしくお願いします。

◆島田会員
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。

◆家村会員
新年あ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。

◆田中（孝）会員
おめでとうございます。本年もよろし
くお願いします。

◆小川会員
新年おめでとうございます。今年も
ロータリーを楽しみましょう。

◆新井会員
新年明けましてお目出度うございます。
今年もよろしくお願いいたします。

◆青木会員
本年もよろしくお願い申し上げます。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 68,000円
 累計のニコニコ箱 828,000円
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おめでとうございます。本年もよろし
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　明けましておめでとうございます。

　2012年の最初の卓話にお招き頂き、ありがと

うございます。

　近年……お正月でも着物を見る機会も少なく

なり、それに伴い、日本の文化が遠ざかってきて

いる事をとても残念に思います。

　地球上のどんな小さな国にも、その国の歴史、

歌や踊りという文化があります。もっと多くの人

がこの日本の文化に興味をもって頂き、伝統文

化を通して、他国の人々との交流のかけ橋となっ

てもらえる様、願っています。

卓　　話卓　　話

「日本舞踊」 二代目　花柳 若三郎 様
本田会員ゲスト
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