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「ロータリーの理念と精神の追求」

卓話 「私の職業　吹田にぎわい観光協会について」
　　　　　　　　　吹田にぎわい観光協会　理事長　瀧川会員
Weekly No. 1452は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1453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1453回 例会予告　平成24年4月16日

Weekly No.1452／ 平成24年4月9日

卓話 「私の職業　成年後見について」
  長屋会員
今週の歌「四つのテスト」

第1452回例会　平成24年4月9日

出席報告
●会　員　数 49名 ●来　　　　客 11名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 87.80％
●3月5日の出席率（メーキャップを含む） 100％

◆阪本会長
久し振りに京都に来ました。楽しみました。
皆様ご苦労様です。

ニコニコ箱 勝副SAA

紙谷幹事幹事報告

◦こんばんは。今年度3回目の移動家族例会で
す。ようこそお出かけ頂きました。
　第一回は神戸、第二回は万博に行きました。
今回は京都で北野をどりを観覧しました。
ここ上七軒歌舞練場は初めてきましたが、
皆様いかがでしたか。
　お食事会のあと桜の名所平野神社を散策し
ます。ここ暫く暖かい日が続きましたので
桜が鑑賞できるのでは！お世話下さった皆
様ご苦労様です。
◦例会ですのでRC報告があります。東日本大
震災で盛岡西RCの依頼により、浄水器を寄
贈しましたが、今回もバスの購入のための
支援が申し込まれました。仮設校舎ではス
ポーツ施設が乏しく、体育授業は22㎞離れ
た施設への移動となります。そこで、中古の
バスを購入となったのです。
　今回のプロジェクトには東京山の手、盛岡西、
台北西区、吹田西RCが参加しています。

ロータリー雑誌月間

◦親睦委員、SAAの皆さん、本日の春の移動家
族例会の設営ありがとうございます。
◦理事会報告は次週報告させていただきます。

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

ゲ　ス　ト 西村委員

郷上委員

 会員ご婦人 11名

◆清水会員
めいっ子が宝塚音楽学校100期生、23.1
倍の難関突破し合格しました！平成26年
4月に初舞台をふむ予定です！
◆榎原会員
結婚記念のお花ありがとうございました。
◆河邊会員
結婚記念日のお花有難うご座居ました。
◆西村会員
結婚記念日の花ありがとうございました。
◆紙谷会員
清水親睦委員長ありがとう。
◆家村会員
親睦委員会、今日は本当に御苦労さまです。
◆小林会員
ようこそ京都へお越し下さいました。
◆橋本（徹）会員
親睦の皆様ありがとうございます。明日
52才の誕生日です。
◆瀧川会員
春の親睦花見会、お世話係有難うござい
ました。
◆髙木会員
幹事の方、ありがとうございます。楽しん
でいます。
◆新井会員
移動例会ありがとう。
◆木田会員
移動例会はすばらしいです。
◆坂口会員
桜が咲きはじめました。
◆荻田会員
3月の仕事、無事終わりました。本日は移
動例会ありがとうございました。
◆田中（孝）会員
移動例会ありがとうございます。
◆長屋会員
春の北野をどり楽しませていただきました。
親睦委員の皆様ありがとうございます。
◆右松会員
春の家族移動例会たのしみましょう。
◆澁谷会員
京都の伝統ありがとうございました。
◆鈴木会員
楽しい家族会ありがとうございます。
◆仲辻会員
上七軒での家族会楽しませていただきます。
◆青木会員
清水親睦委員長、本日の家族移動例会た
いへんお世話になりまして、ありがとうご
ざいます。
◆井伊会員
移動例会、役員の方ご苦労さまです。
◆阿部会員
親睦の皆様ご苦労様です。ありがとうご
ざいます。
◆由上会員
舞台の目の前の舞妓さんを笑わすため
「アカンベー」をしようと思いました。しかし、
しかし、じっと我慢しました。大変でした。
◆島田会員
親睦の皆様ご苦労様です。ありがとうご
ざいます。
◆橋本（芳）会員
サクラは見れませんでしたが、すごく楽し
いです。清水委員長ありがとう！
◆杦本会員
京都をどりで好みのタイプを見つけまし
た。ありがとう。────────────────── 本日のニコニコ箱 84,000円
 累計のニコニコ箱 1,060,000円
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春の移動家族例会春の移動家族例会
平成24年４月2日（月）
於：京都上七軒歌舞練場
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