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例会場

4

例会日
役 員
つのテスト

●真実かどうか

第1548回例会

●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

ハルカスツアーが全国的にも人気との事。今後の大
阪経済盛り上げの起爆剤になる事に期待したい。

平成26年9月8日

卓話 「我が社の50周年を迎えて」

小川パスト会長
今週の歌「四つのテスト」

先週内容
会長挨拶

田中
（慶）会長

あべのハルカスは近畿日本鉄道が2010年に着
工し、約１３００億円をかけて建設。14年横浜ランド
マークタワーの296メートルと４メートル上回り、地上
60階建て、高さ300メートルと、日本一の超高層ビル
が完成した。
ハルカスの名称は「心を晴れ晴れとさせる」とい
う意味の古語「晴るかす」から命名された。建物
内部では吹き抜け空間を利用した「光と風の道」
を創出する事でエネルギー消費量を低減するなど
の環境対策が取られており、地下2階から地上14
階には「あべのハルカス近鉄本店」が入居しており、
日本最大の規模に増床して営業。
オフィスエリアの主なテナントには総合家電メー
カーのシャープの営業拠点が入居、メイン照明や
廊下ロビーにはシャープ製のLEDが採用されてい
る。又、近畿日本鉄道が初めて経営するハルカス
保育園が入居しており、ビル内で働いている会社
員のお子様や来館者のお子様の一時預かりをする
事でも大きな話題となっている。
電波塔としては東京タワーやスカイツリーが高さで
は上回るが、高層ビルとしては堂々の日本一の称号
を得たこのあべのハルカス。ユニバーサルスタジオと

新世代のための月間

次週 第1549回 例会予告

米山奨学生 金ジャンディさんに奨学金授与

出席報告

伊藤副委員長
●会 員 数 47名 ●来
客
16名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率 93.02％
●8月4日の出席率（メーキャップを含む） 100％

誕生御祝−９月
会員
昭和 11 年 9 月 3 日
昭和 18 年 9 月 10 日
昭和 13 年 9 月 18 日
会員夫人

9 月4 日
9 月 11 日
9 月 27 日
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田中
（慶）会員夫人
荻田会員夫人
小林会員夫人
以上3名

結婚御祝−９月
平成 13 年 9 月 11 日
平成 5 年 9 月 18 日
昭和 39 年 9 月 27 日

平成26年9月29日

卓話 「クラブフォーラム 国際奉仕事業について」
橋本（芳）国際奉仕委員長
Weekly No. 1548は由上委員が担当しました。
Weekly No. 1549は水間委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

澤井会員
阪本会員
田中
（慶）
会員
以上3名

大藤会員ご夫妻
長屋会員ご夫妻
尾家会員ご夫妻
以上3組

ニコニコ箱

山岡副SAA

◆毛利会員
①今週土曜日、おかげさまで会社創立46
周年を迎えます。
②大変遅くなりましたが、30年連続皆出
席のお祝いありがとうございました。半
分以上例会欠席しますが悪しからず。
◆由上会員
ALSアイスバケツチャレンジの件、皆
さんアイスバケツの水をかぶりました
か？この場をお借りして3名の方を推
薦します。自発的に申し出があれば申
し出て下さい……
希望がないので私から推薦します。鈴
木様、瀧川様、梶山様、壇上にどうぞ！
（バケツ3つ用意して、2〜3枚の紙を入
れてかぶせて下さい。水かぶりを拒否
された方は次回にニコニコをしても
らって下さい。）
◆田中（慶）会長
SAA、親睦の方、本日はご苦労様です。
◆郷上会員
久しぶりに高い所へきました。有難う！
◆大藤会員
欠席のお詫びとハルカス少しこわい。
◆西村会員
すばらしい眺めでした。ありがとう。
◆木田会員
絶景でした。
◆橋本（芳）会員
今日は高所恐怖症にはたいへんでした
が楽しみます。
◆新井会員
楽しい移動例会ありがとうございます。
◆梶山会員
移動例会御世話様です。
◆橋本（徹）会員
楽しい移動例会ありがとう！
◆澁谷会員
日本一のハルカスで家族例会。一見で
した！
◆小川会員
ハルカスの家族会楽しませていただき
ます。
◆坂口会員
家族移動例会を祝して。
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◆井伊会員
移動家族例会の準備、親睦、SAAの皆
様ご苦労様です。
◆荻田会員
本日の移動例会皆様ご苦労様です。
◆石﨑会員
本日はハルカス家族例会お世話になり
ます。
◆尾家会員
移動家族例会お世話になります。
◆榎原会員
親睦、SAAのみなさまごくろうさまです。
◆鈴木会員
すばらしい移動例会を設定していただ
いて感謝しています。
◆瀬川会員
設営ありがとうございます。
◆村井会員
移動例会ありがとうございます。
◆紙谷会員
秋の移動例会の開催を祝して。
◆仲辻会員
親睦委員会の皆様、大変お世話様でし
た。お陰であべのハルカスに来ること
が出来ました。感謝。
◆髙木会員
準備ごくろうさまでした。広くて高く
てびっくりです。
◆山岡会員
移動例会おつかれ様でした。
◆長屋会員
親睦の皆様、素晴らしい会場をありが
とうございます。楽しいひとときとな
りますように。
◆佐藤会員
家族会に嫁さんがデビューです。
◆河邊会員
ハルカスは今日から大阪富士と呼びま
しょう。
◆宮川会員
OSMゴスペルがお世話になります。
◆阿部会員
本日移動例会に多数の会員ご家族に参
加頂きありがとうございます。
──────────────────
本日のニコニコ箱
107,000円
累計のニコニコ箱
300,000円

秋の移動例会

田中
（慶）
会長挨拶

平成26年9月1日（月）
会場：あべのハルカス

乾杯の音頭：石﨑パスト会長
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司会：矢倉副委員長
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ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ

ロータリー野球大会報告

新会員紹介 佐藤会員ご夫妻

ゴスペルソングのパフォーマンス
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閉会の挨拶：井伊副会長

