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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1577回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

吹田西ロータリークラブは1980年に発足し
諸先輩方々の尽力もあり現在のクラブにまで
発展しております。今後40周年に向けてさら
に飛躍するクラブとなるよう邁進していく覚
悟でございます。今後共、皆様のご理解を賜り
ながら、より一層のロータリークラブ発展に
向けて取り組んで行きたいと思います。

平成27年6月8日

卓話 「ビジネスマンとしてのスーツの着こなし術」
メイクアップ シエスタ
代表 進藤 ゆかり 様
伊藤委員長ゲスト
今週の歌「四つのテスト」

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

幹事報告

田中
（慶）会長

本田幹事

◦新現合同理事会報告
①8月度プログラムについて、承認する。
②6月第2週よりのクールビズ実施について、
ノーネクタイ・Rバッジ着用を承認する。
③新会員推薦について、承認する。
橋本 幸治 氏 職業分類 ゴルフ練習場

ゲ

ス

ト

会員ご夫人

吹田西ロータリークラブ 創立35周年記念例会

吹田西ロータリークラブは、1980年（昭和
55年）6月12日 に34名 の メ ン バ ー で 発 足 し、
2015年をもちまして創立35周年を迎えました。
これもひとえに、平素より格別のご支援を頂き、
支えていただいておりますパスト会長・理事・
役員の皆様方、各会員の皆様のおかげでござ
います。心から感謝申し上げます。大変ありが
とうございます。本日は35周年記念例会に、公
私ともご多用にもかかわらず、多数のご夫人
にご臨席を賜りましたこと、重ねてお礼申し
上げます。

ロータリー親睦活動月間

次週 第1578回 例会予告

平成27年6月15日
職業奉仕
西 村 理 事
社会奉仕
澁 谷 理 事
国際奉仕
橋本（芳）理事
青少年奉仕
紙 谷 理 事
Weekly No. 1577は郷上委員長が担当しました。
Weekly No. 1578は家村副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

卓話 「一年間の総括 」
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木下委員
18名

出席報告

阪本委員長

●会 員 数 47名 ●来
客
18名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 97.67％
●5月11日の出席率（メーキャップを含む） 100％

誕生御祝−６月

結婚御祝−６月
昭和 56 年 6 月 14 日
平成 9 年 6 月 29 日

社会奉仕委員会

佐藤会員ご夫妻
橋本（芳）会員ご夫妻
以上2組

澁谷委員長

本日6月1日（月）、当クラブ担当のクリーンデー
でした。
参加者は田中会長、本田幹事をはじめ、瀧川会
員、阪本会員、宮川会員、山岡会員、青木会員、
井伊会員、阿部会員、橋本（徹）会員、木下会
員と息子さん2名、榎原会員、辻会員、そして私、
澁谷の14名＋2名でした。
他に地元企業の2社より、22名（東急ハンズ1名、
アパルトマン21名）で、総員38名の参加でした。
ありがとうございました。

ニコニコ箱

山岡副SAA

◆瀧川会員
エイジシュート達成しました。
◆河邊会員
懸案事項の見通しが立ちました。
◆梶山会員
創立35周年を祝して、田中会長御苦労
様です。
◆田中会長
吹田西ロータリークラブ創立35周年記
念例会。
◆尾家会員
梶山パスト会長お孫さんの宝塚レ
ビューを祝して。
◆佐藤会員
6月は誕生日月です。
◆村井会員
35周年記念例会お目出とう御座居ます。
宜敷く御願いします。
◆阪本会員
創立35周年おめでとうございます。
◆本田会員
ようこそおこしやす。会員夫人様。
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◆木下会員
35周年おめでとうございます。本日は
家内と伴に参加させて頂きます。よろ
しくお願い致します。
◆荻田会員
記念例会おめでとうございます。ご準
備いただきました、皆様ありがとうご
ざいました。
◆瀬川会員
本日は、設営ありがとうございます。
◆新井会員
35周年記念例会お目出度うございます。
◆長屋会員
35周年記念例会おめでとうございます。
◆紙谷会員
祝、35周年。
◆青木会員
35周年記念例会を祝して。
◆尾家会員
35周年記念例会を祝して。
◆澁谷会員
今日は宜しくお願い致します。
◆橋本（芳）会員
35周年記念例会おめでとうございます。
週末に悪友と旅行に行って来ました。
すごく楽しかったです。
◆石﨑会員
我クラブ35周年を祝して。
◆毛利会員
35年間の内、在籍だけで31年を過ぎま
した。感謝。
◆郷上会員
早いですね。35周年。
◆榎原会員
本日よろしくお願いします。
◆家村会員
吹田西RC35周年おめでとうございます。
◆坂口会員
35周年おめでとうございます。
◆小川会員
家族例会を楽しませていただきます。
SAA親睦委員会に感謝申し上げます。
◆井伊会員
35周年記念関係者の皆様ご苦労様です。
◆阿部会員
本 日35周 年 記 念 例 会 に、会 員42名、ご
婦人18名、計61名ご出席いただきあり
がとうございます。
──────────────────
本日のニコニコ箱
102,000円
累計のニコニコ箱
1,233,000円

吹田西ロータリークラブ
平成27年6月1日
（月）
於：新大阪江坂東急REIホテル
35周年記念例会
式次第

①吹田西RC35周年の略歴紹介
②田中会長 開会のご挨拶
③田中会長からチャーターメンバーへの花束贈呈
④米寿を迎えられた中堀パスト会長への記念品贈呈
⑤乾杯……石﨑直前会長
⑥ご歓談 〜 新井パスト会長、中堀パスト会長 ご挨拶
⑦アンドレー・ウィルソン氏（ボーカル）と
ウォルター・クラーク氏によるジャズ演奏
⑧合唱 手に手つないで
⑨青木会長エレクト 閉会のご挨拶
⑩閉会の点鐘 田中会長
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ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ
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