
SUITA EWST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

吹田西ロータリークラブ
ウイークリー

国際ロータリー第2660地区

2013-2014
■創立 1980.6.12
事務所 〠564-0051　吹田市豊津町9番40号  江坂東急ビル1F
 ☎（06）6338-0832　FAX（06）6338-0020
 URL  http://www.suita-west-rc.org
例会場 新大阪江坂東急イン
 〠564-0051　吹田市豊津町9番6号　☎（06）6338-0109
例会日 毎月曜日　18:00～19:00
役　員 会長：石﨑克弘　幹事：井伊圭一郎　会報委員長：田中孝男

4つのテスト　　●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4つのテスト　　●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.1501 ／ 平成25年7月1日

－1－

卓話 「新年度理事挨拶」　クラブ奉仕 清水理事
  職業奉仕 榎原理事
  社会奉仕 大藤理事
Weekly No. 1501は青木委員が担当しました。
Weekly No. 1502は田中（孝）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1502回 例会予告　平成25年7月8日

卓話 「新年度挨拶」 石﨑会長
  青木副会長
  橋本（徹）SAA
 「新年度主要行事」 井伊幹事
今週の歌「君が代」「奉仕の理想」

第1501回例会　平成25年7月1日

出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　　客 18名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 92.91％
●6月3日の出席率（メーキャップを含む） 100％

第1回例会（設立総会）1980（S56）年６月12日
益邑会長・鈴木幹事「共済会館新大阪」
第500回例会　1990（H3）年6月25日
（第499回例会は10周年記念パーティー）
鈴木会長・栢本幹事「東急イン」
第1000回例会　2000（H13）年5月28日
西村会長・永田幹事「神戸ミュージック  グルメ船  コンチェルト」
第1500回例会　2013（H25）年6月24日
坂口会長・阿部幹事「大阪インターコンチネンタルホテル」
第2000回の例会は、13年後の2026（H36）年
の予定です。皆様一緒に祝いましょう。

郷上委員長

幹事報告 阿部幹事

◦本日は1500回記念例会に、会員、ご家族、
留学生のシャブンさん、山口さん、55名の
皆様にご参加頂きありがとうございます。
◦例会場・事務局移転のおしらせ
　大阪東淀ちゃやまちRC
 　7月より
　例会場　ホテル阪急インターナショナル
　　　　　TEL06-6377-2100
　　　　　ビジターフィー 4,500円
　事務局　〒530-0012
　　　　　大阪市北区芝田2-1-3
　　　　　梅仙堂ビル309
◦例会場臨時変更のお知らせ
　箕面RC
　7月4、11、18、25日（木）18:30～19:30は、
例会場がみのお市民活動センターとなりま
す。（箕面観光ホテル改装工事の為）
　お車で来られる方は、駐車券をクロークま
でお取り下さいませ。
◦お礼申し上げたいと思います。皆様のご協
力をもって、幹事を無事終える事できました。
１年間ありがとうございました。

　本日は現執行部の最終例会です。この１年間、
会員の皆様、奉仕活動ありがとうございました。
次年度石﨑会長よろしくお願い致します。
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◆坂口会長
皆様、この一年間、ありがとうござい
ました。
◆橋本（芳）会員
一年間、坂口会長お疲れ様でした。そ
してありがとうございました。阿部さ
んおつかれさまでした。
◆鈴木会員
1500回例会おめでとうございます。
◆尾家会員
1500回例会おめでとうございます。今
日は家内共々エンジョイさせて頂きま
す。坂口会長お疲れさまでした。
◆木田会員
坂口会長おつかれ様でした。
◆杦本会員
食事を楽しみに！
◆瀧川会員
坂口会長、阿部幹事、１年間ご苦労さ
までした。
◆阿部幹事
１年間、無事終える事ができました。
ありがとうございました。
◆郷上会員
1500回お目出度うございます。
◆長屋会員
坂口会長、一年間ご苦労様でした。

ニコニコ箱 河邊副SAA

誕生御祝－７月
会員
 昭和 12 年 7 月 4 日 水間会員
 昭和 30 年 ７ 月 6 日 西村会員 
 昭和 19 年 7 月 18 日 石﨑会員
 昭和 22 年 7 月 22 日 小林会員
 昭和 20 年 7 月 31 日 家村会員
         以上5名
会員夫人
    7 月 1 日 橋本（芳）会員夫人
    7 月 12 日 井伊会員夫人
    7 月 17 日 阿部会員夫人
    7 月 22 日 本田会員夫人
    7 月 27 日 尾家会員夫人
         以上5名

◆清水会員
1500回例会を祝して！坂口会長及び
役員の皆様お疲れ様でした。
◆荻田会員
本日は楽しませていただきます。親睦
の皆様ご苦労様でした。
◆澁谷会員
今日は宜しくお願いします。
◆高木会員
1500回記念大会お慶び申し上げます。
◆田中（孝）会員
会長、役員のみなさま、一年間ご苦労
様でした。
◆井伊会員
会長、幹事、役員の方、ご苦労様でした。
1500回記念移動例会。楽しみにしてい
ます。
◆瀬川会員
1500回おめでとうごさいます。
◆村井会員
坂口会長、お疲れさんでした。
◆小川会員
インターコンチネンタルホテルでの
1500回例会を祝して。
◆家村会員
1500回例会お目出度うございます。又、
坂口会長、阿部幹事、１年間おつかれ
さまでした。
◆伊藤会員
今日は夫婦二人で楽しませて頂きます。
◆榎原会員
今期最後の例会、大いに楽しみましょう。
◆本田会員
有意義な一年間です。会長、幹事、理事
の皆様ありがとうございました。
◆田中（慶）会員
1500回記念例会。御祝。
◆仲辻会員
青木会員、急患を受け入れていただき
ありがとうございました。おかげ様で
本日御馳走がいただけます。
梶山会員、日曜日御配慮ありがとうご
ざいました。残念ながら3着です。
◆宮川会員
坂口会長、阿部幹事様始め役員の皆様
ありがとうございました。ご苦労様で
した。本日は楽しませて頂きます。
◆毛利会員
1500回記念例会、坂口会長のフィナー
レを祝って。
◆紙谷会員
坂口会長、阿部幹事、１年間有難うご
ざいました。
◆石﨑会員
第1500回記念例会を祝して！
◆阪本会員
1500回例会を祝して。お世話になります。
◆小林会員
1500回オメデトウ。
◆山岡会員
1500回おめでとうございます。
◆河邊会員
1500回例会、お慶び申し上げます。
坂口会長、阿部幹事、１年間お疲れ様
でした。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 121,000円
 累計のニコニコ箱 1,341,591円

東北大震災支援プロジェクト
震災担当　家村パスト会長

東北大震災以降に、吹田西RCは5回の東北大震
災支援プロジェクトを行いました。そのプロ
ジェクトを表にして、吹田西RCのホームペー
ジに載せましたので、新聞報道と一緒にご覧
ください。
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平成25年6月24日（月）
於  インターコンチネンタル大阪

吹田西ロータリークラブ

1500回記念例会1500回記念例会

乾杯：阪本パスト会長開会の挨拶：田中（慶）副会長
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ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を
ENGAGE ROTARY  CHANGE LIVES
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閉会の挨拶：
石﨑会長エレクト

ゴスペルソングのパフォーマンス

理事・
役員のみ

なさま　１年間 お疲れ様でした！理事・
役員のみ

なさま　１年間 お疲れ様でした！


