
　皆さん今晩は。今日はクリスマス家族例会でござ
います。師走のこととて何かとご多忙のこととお察
し申し上げます。皆様も気温が上がったり、下がっ
たりしていますので、風邪などひかない様気をつけ

です。後ほど今月分の奨学金をお渡しいたします。
もう一人お客様として千里 RCの村上正巳さんがお
見えですのでよろしくお願い致します。
　社会奉仕事業で自転車寄贈の御礼が届いていま
す。そして 30年間事務局員として勤務された山口
さんにとっては最後の例会でございます。

　12月度の特別月間は疾病予防と治療月間でござ
います。一昨年までは家族月間でしたが昨年度より
治療月間になっています。昨日の第 2660 地区ガバ
ナーの立野純三さんが月間のメッセージで次のよう
に発表されていました。
　我々ロータリアンも自分たちの身近なアジア近隣

千里 RC　　　　　　村上　正巳　様　
米山奨学生　　　　 　海蘭　様　

1． My　ROTARY 上の公式名簿が新しく使いやす
くなったと連絡がありました。詳細は事務局まで
2． ロータリー財団 100 周年につきまして、新聞
掲載が決まりましたのでお知らせいたします。
12月 24日朝日新聞のカラー刷り全紙広告 
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卓      話      新年挨拶　　　瀧川パスト会長
　　　　　私の職業　　　清水良寛会員
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卓話
炉辺談話報告　職業奉仕　　髙木久美子理事
　　　　　　　青少年奉仕　杦本日出夫理事

職業奉仕月間

君が代
奉仕の理想 諸国で沢山の健康格差があることを認識しなけれ

ばならないと思います。まず、現地の実情を的確
に把握し、何が必要かを理解し行動を起こしてい
ただきたいと思います。そしてグローバル補助金、
地区補助金を活用して現地のロータリーと協同プ
ロジェクトとして、健康啓発活動、予防運動、施
設の完備などに携わっていただくことが重要でな
いかと思います。
　吹田西 RCも 2005 年からタイのナコンパノム
RCとの交流を開始し数々の小中学校へ浄化設備を
設置していることは皆様ご存知だと思います。本
年度の私の活動方針もロータリー財団 100 周年を
迎えて　補助金を利用した奉仕活動をという事で
グローバル補助金の申請を国際奉仕委員会にお願
いしています。本日は例会を短縮致しますので、
簡単ですが会長の挨拶と致します。クリスマス家
族会を楽しみましょう。

幹事報告 長屋幹事　

ゲスト紹介 親睦活動　橋本（幸）委員



出席報告

事務局よりご挨拶

●会　員　数 49名 ●来　　　客 2名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率 95.24％
●11月28日の出席率（メーキャップ含む）100％

出席委員会　佐藤委員長

瀬川ＳＡＡ

●田中あみゆ・みゆ：プレゼント、手品を楽しみに
きました。
●新井会員　●坂口会員　●長屋会員　●西村会員：
メリークリスマス！
●井伊会員：クリスマス家族会楽しみにしています。
●小川会員：クリスマス家族会を楽しませて頂きま

3．年始最初の例会は 1月 16日です。なお事務局
は 28日まで、年始は 1月 10日です。

お誕生日の御祝　　1月
会員
昭 和 11 年　1 月　1 日　　梶 山　会 員
昭 和 14 年　1 月　5 日　　毛 利　会 員
昭 和 40 年　1 月 15 日　　紙 谷　会 員
昭 和 13 年　1 月  24 日　　河 邊　会 員
　　　　　　　　　　　     以 上 4 名
会員夫人
　　　　　　 1月　2日　木下　　 会員夫人
　　　　　　 1月　3日　　瀧川　     会員夫人
　　　　　　 1月　3日　　青木 ( 建 ) 会員夫人
　　　　　　 1月 19 日　清水 ( 良 ) 会員夫人
　　　　　　　1月 23 日　鈴木　     会員夫人
　　　　　　 1月 29日　清水 ( 大 ) 会員夫人
　　　　　　　　　　　　　　 以　上　6名

ご結婚の御祝　　1月
昭和 44年　1月 13 日　　坂本会員ご夫妻
昭和 62年　1月 17 日　　阿部会員ご夫妻
平成 7 年　 1月 22 日　　荻田会員ご夫妻
昭和 32年　1月 30 日　　中堀会員ご夫妻
　　　　　　　　　　　　　　 以　上　4組

◎この度、ロータリーの事務局を退職することと
なりました。
　お勤めを始めた時は何もわからないことばかり
で、前任者の記入されていたことをなぞるように
し、皆様に教えていただきながら事務をしていた
事を思い出します。お仕事を通じて、皆様に親し
く声をかけていただき、ロータリーの行事を追い
かけていますと、年月を忘れてしまいます。家族
会など、楽しい思い出をたくさんいただきました。
また、私の拙い歌集の出版記念会に多くの方がご
参加下さり、にぎやかにしていただいたことは無
上の喜びとなりました。
この吹田西ロータリークラブ事務局での３０年間
は私の一番の思い出であり、誇りです。これから
も皆様のご健康とご多幸をお祈りし、吹田西ロー
タリークラブの益々のご発展をお祈りして、ご挨
拶とさせていただきます。長い間いろいろとお世
話になり、本当にありがとうございました。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　山口美加代

◎事務局でお仕事をさせて貰うご縁を頂き、感謝
しております。山口さんから丁寧な引き継ぎをし
て頂きましたがこれからまだまだ分からないこと
が出てくると思いますので色々と教えて下さい。
宜しくお願い致します。　　　　　　　久田陽子



本日のニコニコ箱　　　75,000 円
累計のニコニコ箱　　 634,000 円

す。SAA、親睦委員の皆様に感謝 。
●尾家会員：クリスマスパーティーを楽しみましょ
う。
●青木会員：本日のクリスマス家族会お世話になり
ます。
●石﨑会員：Merry　Christmas　and  A Happy New 
Year!
●田中会員：クリスマス家族会 　SAA、親睦委員の
皆様ご苦労様です。
●矢倉会員：家族例会　親睦委員会の皆様ありがと
うございます。
●堀　会員：クリスマス家族例会　皆様ありがとう
ございます。
●髙木会員：クリスマスパーティーご準備ありがと
うございます。みんなで楽しみます。
●榎原会員：本日のクリスマス会楽しませて頂きま
す。親睦の皆様ありがとうございます。
●清水 ( 大 ) 会員：親睦、SAAの皆様ありがとうござ
います。今年も一年ありがとうございました。来年
もよろしくお願いいたします。

●水谷会員：クリスマス家族会　ご参加ありがとう
ございます。
●坂本会員：クリスマス家族会　ご参加ありがとう
ございます。お楽しみください。
●清水 ( 良 ) 会員：クリスマス家族会 の楽しい時間
に感謝して。
●橋本 ( 芳 ) 会員：クリスマス家族会に多数参加して
いただきありがとうございます。楽しんでください。
●紙谷会員：親睦・SAA　今日はよろしくお願いしま
す。
●近藤会員：クリスマス家族会をお楽しみください。
●橋本 ( 幸 ) 会員：結婚祝いのお花ありがとうござい
ました。もう 26年です。
●荻田会員：橋本親睦委員長を始め親睦委員の皆様
本日はありがとうございます。
●瀧川会員：一年間お世話になりました。



井伊会長　ご挨拶　
　家族の皆様、会員の皆様　今晩は。本日は楽しみにして待っ
ておられた吹田西 RC のクリスマス家族会です。このように
沢山の会員の皆様、家族の皆様方ご参加有り難うございます。
　本年度は第一回の家族会を 10 月 29 日 ( 土 ) 今年オープン
した地元の「市立吹田スタジアム」でのサッカー観戦を楽し
みました。そこで本年度のクリスマス家族会はホームグラン
ドの東急レイホテルでの家族会を橋本親睦委員長にお願いし
理事会で検討し、会員、家族が一体となって一つの事をする
ことにより一層の会員家族との親睦が図れる企画となりまし

た。家族の皆様方には日頃　私共ロータリー活動にご理解を
賜りましてあらためて御礼申し上げます。ロータリークラブ
は皆様ご存知のように社会への奉仕を目標とする団体ですが
社会の最小奉仕は家族でございます。家族への奉仕なくして
社会への奉仕もございません。大いに親睦を深めていただき
たいと思います。
　最後に本日の素晴らしいクリスマス家族会を企画して頂き
ましたクラブ奉仕、SAA、親睦委員会の皆様ありがとうござ
いました。これで会長の挨拶とさせて頂きます。

クリスマス家族会クリスマス家族会クリスマス家族会


