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4つのテスト

1. 真実かどうか
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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1757回例会 令和 2 年 1 月20日
今週の歌 「富士山」
卓
話 「ローターアクトについて」
大阪東淀ちゃやまちRC幹事
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磯田 郁子 氏

第1758回例会 令和 2 年 1 月27日
今週の歌 「四つのテスト」
卓
話 「国際奉仕事業 交換留学生について」

青木 建雄 会員
「職業奉仕について」

近藤
亘 会員

前回の記録

れるので引き続き連絡を取っていきたいと思います。
それでは、すばらしい年の始まりです、1756回例会
よろしくお願い致します。40周年記念式典まで147日
です。

会長挨拶

橋本
（徹）会長

あけましておめで
とうございます。
素晴らしい新年を
お迎えになったと思
います。
私は、昭和35年の
ねずみ年生まれ、本
年年男で、還暦を迎
えます。身体に気を
付けながら、引き続
き頑張りますので、
本年もよろしくお願いいたします。
昨年の亥年は、新たな生命が宿る年とありました、
その宿った生命の始まりの年が子年とされています。
昨年は、準備期間の年で、やっとその種まきが終わ
り、今年は、芽が出てくる年となります。
吹田西ロータリークラブも昨年は、クラブ協議会、
炉辺談話、アンケート等で議論させていただき、年次
総会で吹田西ロータリークラブのビジョンを採択して
いただきました。今年は、そのビジョンに向けたス
タートの年となります。今年の 6 月 1 日の記念式典
で、対外的にも発表したいと思います。
1 月は、職業奉仕月間です。ロータリークラブの 1
番の奉仕活動だと思います。 1 月17日にも職業奉仕の
炉辺談話がありますので、職業奉仕について、考え話
し合っていきましょう。
そして、実行委員会の中で、私たちがIMで応援し
ていた中西麻耶さんに再度支援をする機会を作れない
かと言われ、連絡を取って連絡を待っている状態でし
たが、なんと、紅白歌合戦の審査員として出演されて
いましたので、びっくりいたしました。頑張っておら

ゲスト紹介

親睦活動委員会

山下委員

本日の卓話の新春の奏での演奏者として小林くみこ
様、溝川奈々代様、浦口やすずみ様、小林かの様にお
越し頂いております。よろしくお願いします。演奏者
の関係者で入会対象者の権野 結様、米山奨学生の
サンダリ様がお越し頂いています。例会をごゆっくり
楽しんでください。

幹事報告

堀幹事

1 ．1 月誕生日のお祝いをお渡しします。また、結婚
記念日のお花をお送りしております。

2 ．ロータリーの友 1 月号をお配りしました。
3 ．来週 1 月13日は祝日の為、例会は休会です。
4 ．米山奨学生のサンダリさんへ奨学金の授与がござ
います。

出席報告

出席委員会

福原副委員長

●会 員 数 49名
出席会員数 43名
●来
客 6名
本日の出席率 93.48％
●12月16日の出席率（メーキャップ含む）100％

ロータリーは世界をつなぐ
職業奉仕委員会

近藤委員長

新年明けましておめでとうございます。
昨年12月にお願い致しましたが、再度、会員の皆様
に 2 つのお願いをさせていただきます。
1 つ目は、会員の各御会社と学校の間で昨年後半に
実施された職場体験学習の実施内容を職業奉仕として
まとめております。既に一部の会員の方からは戴いて
おりますが、内容が解れば社内レポートでも結構です
ので、次回 1 月20日の例会時までに私の方に提出をお
願い致します。
2 つ目は、来週17日（金）に職業奉仕の炉辺談話を実
施致します。場所は博多流 神屋（ジンヤ）で時間は
18時30分から、会費は5,000円です。ご参加よろしく
お願い致します。
今月は職業奉仕月間なので、何卒ご協力よろしくお
願い致します。

その他案内

新春の奏で

箏 三重奏
小林くみこ 氏・溝川奈々代 氏
浦口やすずみ 氏・小林
曲

かの 氏

目

1 ．春の海
箏 小林久美子・尺八 浦口
2 ．北海民謡調

第一箏 小林久美子・第二箏 小林

十七絃 溝川奈々代・尺 八 浦口

3 ．六段の調べ


康澄
かの
康澄

箏 小林久美子・三絃 溝川奈々代
尺八 浦口 康澄

村井SAA

新春のケーキセットのプリン付き

風かきまはす極月の救急車

門松に当たる朝日に増す緑

山牛

みかよ

ときよし

まさお

第三百八十八回 令和二年一月六日
兼題﹁年末・新年一切﹂

京を覗かむ山科に凧を揚げ

110,000円
972,000円
4,500円

次回 二月三日
兼題﹁寒・着ぶくれ﹂

●橋本
（徹）
会長 あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
●田中会員 新年あけましておめでとうございます。
ベトナム家族旅行いきました。
●堀会員 1 月 8 日にマルゴーという高級洋食店を豊
津町でオープンします。ご案内をお配りしていま
す。宜しくお願いします。
●髙木会員 新年おめでとうございます。新事業を発
表させて頂きます。
●瀧川会員 皆様、明けましておめでとうございます。
●小川会員 新年と40周年を祝福して。
●毛利会員 昨日、81才の誕生日を無事に迎えました。
●新井会員・宮川会員・家村会員・小林会員・河邊会
員・阪本会員・尾家会員・石﨑会員・青木会員・
井伊会員・西村会員・木田会員・瀬川会員・榎原会
員・近 藤 会 員・清 水（良）会 員・坂 本 会 員・塚 脇会
員・紙谷会員・長屋会員・矢倉会員・村井会員 ☆
皆さん、明けましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いします☆
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計ニコニコB

新年例会

話

髙木会員

私は、今まで会社関係・商工会議所の新入社員教育
に携わって参りましたが今年、将来ある子供たちを育
てるプログラミングラボを立ち上げました。
自社（ヤクルト）の 2 階ホールにて、無料でのラボ
イベントを開催します。子供たちとご一緒に祖父母、
父兄さま、是非ご参加下さい。
・日時 2020年 1 月18日（土）
大阪北部ヤクルト販売 2 階会議室
TEL06－6386－8960
詳しくはhttps://tlc-funsuu.com/

ニコニコ箱

卓

