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卓話 「新年度理事挨拶」  国際奉仕　由上理事
 「前年度事業報告」  紙谷直前幹事
 「前年度会計報告」  荻田直前会計
     仲辻直前会計監事
 「今年度予算案」  髙木会計
Weekly No. 1464は西村委員長が担当しました。
Weekly No. 1465は澤井副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 坂口会長

先週内容

次週 第1465回 例会予告　平成24年7月23日

Weekly No.1464／ 平成24年7月9日

卓話 「新年度理事挨拶」
  クラブ奉仕 荻田理事
  職業奉仕 渋谷理事
  社会奉仕 橋本（芳）理事
今週の歌「四つのテスト」

第1464回例会　平成24年7月9日

理事は、 クラブ奉仕―荻田理事、
 職業奉仕―澁谷理事、
 社会奉仕―橋本（芳）理事、
 国際奉仕―由上理事。
役員として、 石﨑会長エレクト、田中（慶）副会長、
 岡ＳＡＡ、高木会計。

阪本直前会長・紙谷直前幹事に記念品贈呈

米山奨学生　楊煜凱さんに奨学金授与

わたくしと阿部幹事で今年度務めさせて頂き
ます。どうかよろしくお願いいたします。
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出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　　客 2名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 86.36％
●6月11日の出席率（メーキャップを含む） 100％

阿部幹事幹事報告
◦ロータリーの友7月号をお配りしました。本年
は日本人、田中作次RI会長です。P33に第
2660地区高島凱夫ガバナーの紹介もあります。
またご覧下さい。
◦7月8日AM10時より豊津公園にてクリーン江
坂が行われます。ご都合のよい方はご参加下
さい。
◦例会場変更のお知らせ

大阪ネクストRC  7月4日（水）より
新例会場  中央電気倶楽部 会議室101号室
時間  19:30 ～ 20:30（食事なし）
ビジターフィー 1,000円

◦ローターアクトバザー商品来週までです。宜し
くお願いします。

清水委員長ロータリー財団委員会
　本日、新井会員、榎原会員、西村会員、清水
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。

田中（孝）委員長米山記念奨学会委員会
本日、本田会員、西村会員、瀧川会員、新井
会員、田中（孝）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。

郷上委員長

ゲ　ス　ト 榎原委員長

 新入会員ご夫人 瀬川 奈美 様
 米 山 奨 学 生 楊 煜 凱  様

誕生御祝－７月

今月ご結婚お祝いのご夫妻はございません。

結婚御祝－７月

○姓　　名　…　瀬川　昇

新入会員紹介

　吹田西RCゴルフ幹事委員長、右松会員
が6月末退会されました。下記の通り送別ゴ
ルフコンペと、送別会を開催致します。送別
会のみの参加でも結構ですので、奮ってご
参加よろしくお願いします。

【送別ゴルフコンペ】
日　　時 平成24年7月18日（水）
場　　所 関西カントリークラブ
 〒621-0124 
 京都府亀岡市西別院町柚原春瀬
 TEL 0771-27-2131

橋本（芳）会員ゴルフ同好会
送別ゴルフコンペ＆送別会のご案内

スタート IN　8時15分～（6組）
競技方法 18ホールストロークプレイ
会　　費 5,000円（コンペ参加費）

キャンセル料はクラブのルールに従います
のでご了承下さい。

【送別会】
17時頃より食道園にて送別会を予定してお
ります。
会　　費 8,000円（送別会費）
場　　所 食道園江坂店
 吹田市江坂町1-22-3
 江坂東急ビル弐番館1F
 TEL 06-6337-1121
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◆坂口会長
今年度よろしくお願いします。

◆阪本会員
新年度理事の皆様頑張って下さい。

◆家村会員
坂口会長、阿部幹事、1年間よろしくお願
い申し上げます。

◆郷上会員
家内の誕生日お祝いを頂きました。

◆橋本（芳）会員
結婚祝いのお花ありがとうございました。

◆井伊会員
坂口会長、阿部幹事他、役員の方、一年
間ご苦労様です。プログラム委員長です。
よろしくお願いします。

◆仲辻会員
坂口会長はじめ、役員の皆様方、一年間
お世話になります。

◆清水会員
坂口会長、阿部幹事、一年間よろしくお願
い致します。

ニコニコ箱 岡SAA

　吹田西RCゴルフ幹事委員長、右松会員
が6月末退会されました。下記の通り送別ゴ
ルフコンペと、送別会を開催致します。送別
会のみの参加でも結構ですので、奮ってご
参加よろしくお願いします。

【送別ゴルフコンペ】
日　　時 平成24年7月18日（水）
場　　所 関西カントリークラブ
 〒621-0124 
 京都府亀岡市西別院町柚原春瀬
 TEL 0771-27-2131

◆田中（慶）会員
坂口会長の方針にしたがって頑張ってい
きます。

◆新井会員
坂口丸の船出を祝って。

◆河邊会員
会長、幹事、一年間お疲れ様です。

◆西村会員
7月スタートを祝って。

◆榎原会員
新年度、親睦委員長に抜擢されました。
頑張りますので皆さん、ご協力のほどお
願いします。

◆長屋会員
前回の欠席のお詫びです。遅くなりまし
たが阪本前会長ご苦労様でした。坂口執
行部、一年間よろしくお願いします。

◆田中（孝）会員
米山委員長、田中です。1年間よろしくお
願いします。

◆小川会員
坂口丸の船出を祝して。

◆瀧川会員
新入会員、瀬川さんをよろしく。

◆髙木会員
新年度のスタートです。新会長を支えて
いきましょう。

◆澁谷会員
坂口会長、阿部幹事、今年度1年間宜しく
お願いし致します。

◆阿部会員
坂口会長のもと、今年度幹事をつとめま
す。宜しくお願い致します。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 71,000円
 累計のニコニコ箱 71,000円

スタート IN　8時15分～（6組）
競技方法 18ホールストロークプレイ
会　　費 5,000円（コンペ参加費）

キャンセル料はクラブのルールに従います
のでご了承下さい。

【送別会】
17時頃より食道園にて送別会を予定してお
ります。
会　　費 8,000円（送別会費）
場　　所 食道園江坂店
 吹田市江坂町1-22-3
 江坂東急ビル弐番館1F
 TEL 06-6337-1121



－4－

SAAを担当することになりました。よろしくお
願い致します。
今年度は、副SAAとして勝会員、新井会員、鈴
木会員、河邊会員、尾家会員の5名が担当致し
ます。

岡SAA「新年度挨拶」

田中（慶）副会長「新年度挨拶」

　今年度、坂口会長のもと、幹事という大役を
つとめさせていただくことになりました。
　まだまだ勉強不足で、ご迷惑をおかけするこ
ともあるかと思いますが、吹田西ロータリークラ
ブ発展の為、精一杯尽力をつくしてまいりますの
で、ご指導とご協力のほど、宜しくお願い申し上
げます。

◦秋の移動例会
　2012年9月10日  （歌舞伎観劇）

◦炉辺談話
 7 月 27 日（金） クラブ奉仕
 9 月 14 日（金） 国際奉仕
 11 月 16 日（金） 社会奉仕
 2 月 15 日（金） 職業奉仕

◦年間休会日
 8月13日・8月20日・11月26日・12月31日
 3月11日・4月 1 日

以上、主な年間予定です。ご協力宜しくお願い
致します。

阿部幹事「今年度主要行事予定」

会長方針のもと、秩序と品位のある例会が実
行されよう、皆さんのご協力をお願いいたしま
す。
ニコニコ箱の目標は180万円です。奉仕活動
のさらなる充実のために、より一層よろしくお願
い致します。

卓　　話卓　　話

本年度のテーマはクラブの Power up、ＲＣメ
ンバーとして Level up、私たち個々人の Step 
upです。常に向上を目指すということです。
現状の維持に走れば、必ず下降が始まります。
常に向上を目指せば、少なくとも現状は維持で
きます。これは世の道理だと私は思っています。
もちろん、現在にいたる過程で、先輩や私た
ちがどんな準備をしかた、どんな心構えで臨ん
だか、何を心がけたか、そのプロセスだけは何
があっても忘れてはなりません。自信を持つべ
きは、順位や結果ではなく、たどったプロセス
そのものにあります。そのためにも最初の一歩、
最初の一か月が大事です。それこそ乗り越える
ことができれば、数か月を、一年を維持するこ
とができます。ともに頑張りましょう。ニコニコ
をよろしくお願いします。

坂口会長「新年度挨拶」


