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卓話 「Google Apps for business のご紹介」　伊藤会員
 「添乗員の裏話」　紙谷会員
Weekly No. 1492は澤井副委員長が担当しました。
Weekly No. 1493は西村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1493回 例会予告　平成25年4月22日
ロータリー雑誌月間

Weekly No.1492／ 平成25年4月15日 

卓話 「食の動向」 尾家パスト会長 
今週の歌「四つのテスト」

第1492回例会　平成25年4月15日

出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　　客 13名
●出席会員数 31名 ●本日の出席率 70.45％
●3月4日の出席率（メーキャップを含む） 100％

◆坂口会長
春を祝して。会長杯ゴルフコンペおか
げさまで優勝しました。
◆河邊会員
訳ありニコニコです。ゴルフって楽し
いですね。
◆家村会員
ついにまちにまった初孫が誕生いたし
ました。家村家の跡継ぎです。
◆青木会員
家族とスタッフが還暦祝いをしてくれ
ました。感謝！
◆橋本（芳）会員
先日の坂口会長杯ゴルフコンペにて、
色々と不手際がありました事、おわび
申し上げます。けれど坂口会長が優勝
しましたので良かったです。おめでと
うございます。
今日の京都例会楽しみにしています。
◆新井会員
楽しい家族例会ありがとうございます。
ゴルフでは家内がお世話になりました。

ニコニコ箱 山岡副SAA

桜そして春の新緑、古都での家族例会に皆
様ようこそお集まり有難うございます。昨年
の北野をどり家族例会から無事一年を経過し、
来年の石﨑会長の春の例会まで、皆様元気で
楽しみましょう。榎原親睦委員長、阿部幹事、
SAAの皆様、ありがとうございます。

荻田クラブ奉仕委員長

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

◆石﨑会員
ベトナム・ホーチミン市、師範大学に
て講義してきました。
◆荻田会員
移動例会、皆様ご苦労様です。
◆山岡会員
京都の花見、楽しみです。
◆榎原会員
本日の春の移動家族例会、よろしくお
願いします。
◆瀬川会員
設営ありがとうございます。
◆紙谷会員
榎原委員長、今日は有難うございます。
◆仲辻会員
旧竹内栖鳳邸です。家族会楽しませて
いただきます。
◆小林会員
京都へようこそ！
◆梶山会員
春の移動例会お世話になります。
◆長屋会員
素晴らしいひとときを。
◆阿部会員
本日、皆様お楽しみ下さい。
◆杦本会員
今回のプランにありがとうございます。
◆由上会員
皆さんがゴルフを楽しんでいた4月3日、
私は朝9時から夕方6時までGSEの留学
生の研修で姫路を案内しておりました。
孤軍奮闘していた由上氏に拍手!!
◆橋本（徹）会員
本日、楽しませていただきます。
◆髙木会員
昨日までの嵐はどこへやら。さすが
ロータリーはすばらしい。よろしくお
願いします。
◆澁谷会員
本日の家族例会ありがとうございます。
◆井伊会員
春の移動例会楽しみです。
◆木田会員
今日は良い天気で心地よく楽しみです。
◆阪本会員
移動例会お世話になります。
◆西村会員
すばらしいお花見企画に感謝します。
◆田中（慶）会員
京都お花見。
◆本田会員
咲いた花見て喜ぶ前に、咲かせた根っ
子の恩を知れ。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 113,000円
 累計のニコニコ箱 1,071,591円
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◆坂口会長
春を祝して。会長杯ゴルフコンペおか
げさまで優勝しました。
◆河邊会員
訳ありニコニコです。ゴルフって楽し
いですね。
◆家村会員
ついにまちにまった初孫が誕生いたし
ました。家村家の跡継ぎです。
◆青木会員
家族とスタッフが還暦祝いをしてくれ
ました。感謝！
◆橋本（芳）会員
先日の坂口会長杯ゴルフコンペにて、
色々と不手際がありました事、おわび
申し上げます。けれど坂口会長が優勝
しましたので良かったです。おめでと
うございます。
今日の京都例会楽しみにしています。
◆新井会員
楽しい家族例会ありがとうございます。
ゴルフでは家内がお世話になりました。

◆石﨑会員
ベトナム・ホーチミン市、師範大学に
て講義してきました。
◆荻田会員
移動例会、皆様ご苦労様です。
◆山岡会員
京都の花見、楽しみです。
◆榎原会員
本日の春の移動家族例会、よろしくお
願いします。
◆瀬川会員
設営ありがとうございます。
◆紙谷会員
榎原委員長、今日は有難うございます。
◆仲辻会員
旧竹内栖鳳邸です。家族会楽しませて
いただきます。
◆小林会員
京都へようこそ！
◆梶山会員
春の移動例会お世話になります。
◆長屋会員
素晴らしいひとときを。
◆阿部会員
本日、皆様お楽しみ下さい。
◆杦本会員
今回のプランにありがとうございます。
◆由上会員
皆さんがゴルフを楽しんでいた4月3日、
私は朝9時から夕方6時までGSEの留学
生の研修で姫路を案内しておりました。
孤軍奮闘していた由上氏に拍手!!
◆橋本（徹）会員
本日、楽しませていただきます。
◆髙木会員
昨日までの嵐はどこへやら。さすが
ロータリーはすばらしい。よろしくお
願いします。
◆澁谷会員
本日の家族例会ありがとうございます。
◆井伊会員
春の移動例会楽しみです。
◆木田会員
今日は良い天気で心地よく楽しみです。
◆阪本会員
移動例会お世話になります。
◆西村会員
すばらしいお花見企画に感謝します。
◆田中（慶）会員
京都お花見。
◆本田会員
咲いた花見て喜ぶ前に、咲かせた根っ
子の恩を知れ。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 113,000円
 累計のニコニコ箱 1,071,591円

乾杯：阪本パスト会長
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春の移動家族例会春の移動家族例会
平成25年４月8日（月）
ザ・ガーデン・オリエンタル・キョウト

司会：榎原親睦活動委員長
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「いや～吹田西ロータリークラブ家族
会は素晴らしいですね！」
今日は会員ご夫人、ご家族13名をお招
きしての楽しい家族例会となりました。
会長、幹事、親睦、SAAの皆さん楽しい場
所、美味しい食事を用意して頂き本当に
ごくろうさまでした。
次年度もいま以上の楽しい家族会に皆
さんをいざないますので期待願います。
 
今年度の6月24日、最終例会は第1500
回記念例会となります。梅田北ヤード、
グランフロント大阪のオープンにともな
い「インターコンチネンタルホテル」で
の例会を開催します。会員はもとよりご
家族皆様をお誘いしますのでご参加をお
待ちします。
本日は大変お疲れさまでした。

閉会の挨拶：石﨑会長エレクト


