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例会場
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例会日
役 員
つのテスト

●真実かどうか

第1557回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

幹事報告

平成26年12月15日

先週内容
田中
（慶）会長

◦ロータリ財団より、MPF・PHFのバッジが
届いておりますのでお渡しします。

平成25年都道府県別糖尿病死亡率が発表さ
れた。都道府県別での糖尿病死亡率でもっと
も少なかった県
１位 神奈川県
２位 滋賀県
３位 愛知県
神奈川県は全国平均を4人近くも下回る、ま
さに「糖尿病が少ない県」と言えるでしょう。
糖尿病が少ない理由として神奈川県の男性
平均歩数が全国１位。女性は３位ということ
からも糖尿病の予防改善には「歩く」事が大切
と多くの医療機関や専門医も認めています。

マルチプルフェロー３回目 仲辻会員
ポールハリスフェロー
髙木会員

２位の滋賀県ではスポーツ好きの県民性が
糖尿病予防に役立っていると考えられます。
滋賀県は東京都に次いで２番目に体を動かす
事が好きな地域で、約68%の人がスポーツを楽
しんでいます。又、肥満者の割合が少なく、全
国３位と高水準となっています。

◦次週はクリスマス家族会です。
阪本委員長
出席報告
●会 員 数 47名 ●来
客
0名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 95.45％
●11月10日の出席率（メーキャップを含む）100％

このような事例からも解るように医療に頼
らず自分の体は自分で守るという意識の高さ
が糖尿病の少なさに関連しているという事な
のでしょう。

米山記念奨学会委員会
木田委員長
本日、矢倉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。

家 族月間

次週 第1558回 例会予告

平成26年12月22日

卓話 「ダブルリボンプロジェクト基金について」
「チャイルドラインについて」
吹田市人権文化部 次長
男女共同参画室長
原山 葉子 様
同上 参事
田家 学 様
瀧川パスト会長
Weekly No. 1557は家村副委員長が担当しました。
Weekly No. 1558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）

本田幹事

◦例会場及び事務所移転のお知らせ
高槻東RC（2015年１月16日より）
例会場 西武高槻店6階 多目的ホール
事務所 西武高槻店2階
TEL 072-669-7200
FAX 072-669-7264

卓話 「クリスマス家族会」
今週の歌「限りなき道ロータリー」

会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

次年度幹事報告
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荻田次年度幹事

次年度幹事を担当させていただく荻田で
す。次年度理事会のお知らせをします。
例会の後、次年度の第1回の理事会を開催致
します。本日の総会で理事に選任された方、
及び、次年度SAA、次年度会計の方はロビー
にご参集下さいますようお願いします。

ゴルフ同好会

以上に反対の方、挙手をお願い致します。
保留の方、挙手をお願い致します。
賛成の方、挙手をお願い致します。
以上の賛否による採決の結果、候補者全員が
次期役員と決定しました。
細則第１条第１項（ｆ）項により、
次年度会長
青木 建雄
次々年度会長
井伊圭一郎
次年度副会長
澁谷 清明
次年度幹事
荻田 倫也
以上の４名は次年度理事に選出されました。
次に、細則第１条第１節（d）項により、平成26
年11月26日付で通知しました10名の理事候補
者より、５名の理事を選ぶ選挙を投票によっ
て行ないます。会場を閉鎖します。この間の出
入はご遠慮下さい。それでは幹事・ＳＡＡは投
票用紙を会員に配布して下さい。
投
票
幹事・SAAは投票用紙を回収して下さい。総
会出席会員の数と投票用紙の数とを確認して
下さい。一致しましたか？それでは、開票は別
室にて本年度の選考委員により行ないます。
会場の閉鎖を解除して下さい。
開
票
選挙の結果、次の方々が次年度理事に決定し
ましたので、ご報告いたします。
○ 伊藤 泰充
○ 橋本 徹也
○ 榎原 一滋
○ 木田 昌宏
○ 阿部 吉秀
なお、次点は
○ 清水 大吾
以上にて次年度役員・理事の選挙は終了いた
しました。これにて、本年度年次総会を終了致
します。ありがとうございました。

橋本（芳）会員

第2回田中会長杯ゴルフコンペのご案内

日 時 平成26年12月17日㈬
場 所 茨木国際ゴルフ倶楽部
スタート 7時46分 西コーススタート
集 合 7時10分
☆プレー終了後、クラブハウスにて表彰
式を行う予定です。

ニコニコ箱

山岡副SAA

◆阿部会員
ガンバ大阪Ｊリーグ優勝。徳島まで行
き感動しました。
◆佐藤会員
嫁さんに誕生日のプレゼントが届きま
した。
◆瀬川会員
結婚記念日のお花ありがとうございま
した。
◆西村会員
ガンバ大阪Ｊ１優勝おめでとう!!
◆山岡会員
ホテル名が変ります。
新大阪江坂東急イン
↓
新大阪江坂東急REIホテル
──────────────────
本日のニコニコ箱
17,000円
累計のニコニコ箱
538,000円

年次総会

田中（慶）会長

只今より年次総会を開催します。定款・細則
の定めにより、議長は私がつとめます。会員総
数47名、本日の出席会員数は42名です。細則第
４条第４節により本総会は成立いたしました。

−クラブ俳句同好会−

ときよし

兼題 ﹁雑詠﹂

信号を斜目に渡る師走かな

あ きら

あらが

立退きに抗ふ家や蔦紅葉

牛
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山

議題２、次年度役員及び、理事選挙に移ります。
細則第１条第１節（ｅ）項により、役員候補者
がそれぞれ１名の場合は投票を行なわず、出
席者に賛否を問うことになっています。
次年度の役員候補者は各１名です。
氏名を読み上げます。
なお、敬称は略させていただきます。
次年度会長候補
青木 建雄
次々年度会長候補
井伊圭一郎
次年度副会長候補
澁谷 清明
次年度幹事候補
荻田 倫也
次年度第一副幹事候補
長屋
興
次年度第二副幹事候補
榎原 一滋
次年度会計監事候補
石﨑 克弘

白葱に味噌つけ足して焼きにけり 久 美 子

以上に反対の方、挙手をお願い致します。
保留の方、挙手をお願い致します。
賛成の方、挙手をお願い致します。
以上の賛否による採決の結果、クラブ定款・
細則の改定が承認されました。

第三百二十七回句会

着膨れの腕が伸びくる特売場 み か よ

（クラブ定款・細則の変更については、総会案内に同封）

ポイントの手動切替十二月

議題１、RI規定審議会の決定によるクラブ定
款・細則の改定について、研修情報・規定、坂
口委員長より説明をしていただきます。
坂口委員長説明

【今後の予定と兼題】
第三百二十八回句会 平成27年1月19日
兼題 「正月一切」当季雑詠
※出句は7句

