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本日のプログラム

第1089回（本年度 第24回）例会

次回 1/14 のお知らせ
♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　法的サービスにおける自助、
　　　　共助、公助
　満村 和宏 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■新年初例会
●会長・幹事年初挨拶
●地区出向者の報告

会長挨拶
会長　嶽下 勇治

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致
します。

皆さんこんばんは！
本日は、沢山の家族の方もご出席いただきありがとうございます。米
山奨学生の楊さんにもお越しいだいています。
皆さんかたには、例会の後はクリスマス会となっています。十分にお
楽しみを頂きますようお願いいたします。
早いもので、本年度も半年たちました。クラブ方針でもあります楽しい

職業奉仕月間
月間テーマ（1月）



2014-15年度第1088回（第23回例会）
幹事報告 (12/19)

幹事  檜皮 悦子

■12月19日（土）は本年度の最終夜例会が開催されます。

時間：18：00～
例会場：太閤園　桜苑

例会後クリスマス家族会が開催されます。

時間：18：30～
場所：太閤園　桜苑

沢山のご家族のご参加宜しくお願いいたします。
12月17日（木）は例会変更の為休会でございます。
お間違えの無いようにお願いいたします。

■12月24日（木）は第3回休会日、12月31日（木）は第4
回休会日になっております。

■2016年1月7日（木）会長・幹事の新年のご挨拶、地区
出向者の地区でのご活躍の報告がございます。

■1月10日（日）ヴェトナム人道的国際奉仕・VTT奉仕事
業支援団、第一班が訪越いたします。医師団のサポー
トを宜しくお願いいたします。
　（1月10日（日）～1月27日（水）にかけ大阪中之島ロー
タリアンが6班に分かれダナンに滞在いたします）

■1月11日（月）ダナン病院にて開会式が開催されます。

■1月14日（木）は満村会員の卓話になっております。
　例会後第8回2月度理事会がございます。理事役員の
皆さまご出席宜しくお願いいたします。（ご欠席の場
合は必ず代理の方の出席をお願いいたします。）

■1月21日（木）職業奉仕委員会クラブフォーラムでござ
います。小林職業奉仕委員長宜しくお願いいたします。

■1月28日（木）は夜例会でございます。例会後、上半期
新入会員歓迎会がございます。

■地区よりご連絡がございます。
①地域的社会奉仕活動の一つとして「大和川・石川ク
リーン作戦」のご参加のお願いでございます。

開催日：2016年3月6日（日）午前中　［雨天中止］
開催場所：大和川・石川流域の各市で清掃場所の

設定がされます

　詳細は追って連絡されるそうです。

②国際ロータリー日本事務局より2015年12月の
ロータリーレート：120円と連絡がありました。

③ロータリーフェスティバル報告書の訂正がござい
ます。

＜訂正箇所＞

2ページ　誤：大阪市立中央公会堂
　　　　  正：大阪中央公会堂

49ページ　誤：大阪中央RC
　　　　　 正：大東中央RC

④2016-2017年度PETS:会長エレクト研修セミナー
は3月12日（土）、研修・協議会は4月9日（土）に大
阪国際会議場にて開催されます。

⑤2016-17年度国際ロータリー第2660地区の地区
大会は、大阪北RCがホストクラブを務め、2016年
12月9日（金）・10日（土）に開催されます。

米山奨学生選考委員の委嘱状を受ける高島会員

例会運営につきまして、皆様方のご理解とご協力に
よりまして、本当に素晴らしいクラブ運営ができたと
思っています。皆様方には心から感謝申し上げます。
奉仕活動につきましても、三世代で大手前整枝学園
の子供たちを、施設からほとんどでたことのない子供
達を、水族館につれていきました。道中初め海という
ものをみた子供たち、初めて魚をみた子供達、言葉
が離せない子供達が身体をつかって喜びを表して
いましたね。そして、東北のまだまだ困っている子供
たちに物品を持っていきました。そして毎年ではあり
ますが、柳生の里の成美学寮の子供達と一緒に餅つ
き大会をしました。餅をつきたくでうずうずしている
子供達もいました。ただ、今年の雰囲気が少し違って
いたのは、プロの料理長が手際よくさばいていたよう
な気がしました。早瀬会員ですね。その衣装からして
誰が見ても新地の料理長が来ているのかなといった
ことが今回の発見でございました。
本年度前半は、こういった社会奉仕活動が中心とな
り活動していただきました。改めまして、社会奉仕委
員会の安達委員長、はじめ委員の皆様にこころから
お礼申し上げます。
来年1月からは、今度は国際奉仕委員会の活動が中
心となります。すでにベトナムVTTの計画が着々と進
んでいます。この事業はベトナムへ行っていただける
関西医科大学のドクターに対して、励ましそして治療
経過などの情報取得することが主な仕事となります。
行って頂ける皆様方だけでなく、全会員の心を一つ
にしてこの事業を成功させたいと願っています。そし
てより一層クラブの結束を図り、素晴らしいクラブに
していければと考えています。皆様方のご理解ご協
力をお願いいたします。
本日で、今年の例会は最期となります。新年例会には
元気にお会いしたいと思います。良い年をお迎えくだ
さい。これで会長の時間を終わります。
ありがとうございました。



クリスマス家族会　会長あいさつ
皆さん　メリークリスマス

本日のクリスマス家族会に、皆様には大変お忙しい中、
沢山の方にお越しいただきまして厚くお礼申し上げま
す。そしてご家族の方、小さな子供達もたくさんきてい
ただいています。大いに楽しんでいただければと思い
ます。そして、米山奨学生の楊宜璇様、お忙しいところ
ようこそお越し頂きました。ごゆっくりお楽しみいだき
ますようお願い申し上げます。

本年度7月からスタートして、早くも半年経過致しまし
た。皆様方のご理解とご協力によりまして、非常に素
晴らしいクラブ運営ができたと思っています。まずもっ
て、皆様方に厚くお礼を申し上げます。

年度はじめから、身体の不自由な子供達を、水族館へ

連れて行ったり、震災の影響でいまだに困っている東
北の子供たちに物品を持って行ったり、そして手足の
不自由な子供達と一緒に餅つき大会をしたり、皆様方
には沢山の方にご参加いただきました。心からお礼を
申し上げます。そして新しい中も加わっていただきまし
た。ますますクラブが活性化していくように思われます。

来年のことを言えば鬼が笑うと言われますが、来年は
VTTなどの国際奉仕と戦略計画の年になると思いま
す。今まで以上のご理解ご協力を賜りますようお願い
致します。

本日は、クリスマス家族会であります。大いに盛り上
がっていただき、楽しんでいただきたいと思っています。

最後に、本日のクリスマス家族会のお世話をしていた
だきました、親睦活動委員会の西田委員長様と親睦
活動委員会の皆様には心からお礼申し上げます。
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嶽下：本日は今年最後の例会となりました。有難うご
ざいました。ニコニコ

下岡：メリークリスマス！
村橋：メリークリスマス！
小林：メリークリスマス！
吉田：ニコニコ
早瀬：ニコニコ　合掌
山本：楽しいクリスマス家族会がやってきました。
犬飼：メリークリスマス！
高島：祝　クリスマス家族会
金森：クリスマス家族会、楽しみです。
北村：クリスマス会、うれしいな。
村上：クリスマス会、楽しみですね。ニコニコ
永井：メリークリスマス！
辻（義）：ニコニコ
木村（佳）：ニコニコ
西田：メリークリスマス！
満村：メリークリスマス！少し早いけどニコニコ
戸田：1月6日「ホンマでっかテレビ」に出ます。日光ロ

ケのコーナーです。
井本：クリスマス会楽しみです。

本日合計 : ￥60,000
累　計 : ￥1,264,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 5名

出席率 84.37%
11月26日の修正出席率 93.75%

●メイクアップ
犬飼 直之 12月  5 日 地区大会
満村 和宏 12月  5 日 地区大会
吉田 　了 12月  5 日 地区大会
小林 俊明 11月28日 成美学寮

●本日のゲスト
米山奨学生 楊　 宜　 様

SAA委員会 委員長　北村 讓

下記の様に第4回委員会を開催し、その後、新入会員歓
迎会・米山奨学生、事務局員、ピアニスト慰労を兼ね忘
年懇親会を開催しました。

　場所：中華料理店　アムアムホウ（JR六甲道駅近く）

　日時：平成27年12月17日木曜日　18時～21時

　委員会：18時～18時40分

　懇親忘年会：18時40分～21時

　出席者：14名

下記記載の様に出席者全員から前半期で感じたこと、
反省すべき点、良かった点などを述べてもらい後半期
の参考にする事としました。

①各委員会報告発表有無の会長・幹事・SAA司会担
当との情報共有化

②誕生日・事業所設立記念・結婚記念日等の担当委
員会に事前通知を徹底する

③ラジオ体操実施週の確認（基本的に第1週例会は
無し）

④例会の進行時間割を考え、時間内に例会が終わる
ようにする

⑤雑談者に注意を促す

等意見がありました。特に月初例会はプログラムが多く
時間延長が無い様に進行を考える必要があると、多く
の会員から意見がでました。例会自体は良い雰囲気で
運営されており、ニコニコ発表・司会者の担当表も整備
されており混乱なく行われているのではないか、と発表
がありました。

委員会終了後、出席者14名で会長の乾杯の後、美味し
い中華料理に舌鼓を打ち、ビール、紹興酒、ワインを楽
しみ、クリスマス会、次年度ベトナムで行われるVTTのこ
となど大いに盛り上がり有意義な楽しい忘年懇親会を
開くことが出来ました。

Congratulations!1月のお祝い1月のお祝い

●誕生日
 辻　 義光 ［24日］

●事業所設立記念
 岡本 啓吾 オカトス  ヒーロー  リアルエステート［平成3年］

2014-15年度 クラブ年次基金寄付実績において
一人あたりの寄付金額が地区で1位になりました


