
今後の予定 

10/24 ⇒20日に変更 

10/31 

(水) 

・卓話「米山月間に 

 因んで」 

 橘喜久夫委員長 

 米山奨学生 

・第1回情報集会 

 18時～20時 

 於：ひらかた仙亭 

 

11/7 

(水) 

・卓話 

 木﨑信也会員 

・定例理事会 

 

11/14 

（水） 

・「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に 

 因んで」 

 國田欣吾委員長 

 

第１８３６回 秋季家族例会プログラム 
２０１２年１０月２０日（土）   

＜例 会＞ 

 於：割烹「うな膳」 

●開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●閉会の点鐘 

＜親睦会＞ 

●開会の挨拶 

●会長挨拶 

●乾杯 

●ご家族の紹介 

●食事と歓談 

●親睦委員長挨拶 

●閉会の挨拶 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第15号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

【出席会員】（敬称略） １８名 

 原田武夫、畠仲 聡、今西義人、駕田 毅、川島吉博、北川順清 

 小林正彦、小北英夫、小西武夫、宮田明、中西庸夫、西田英夫 

 重田惠年、橘喜久夫、高島叔孝、上野徹、米田勉、山中卓 

【ご家族参加者】     １５名 

 今西雅美様、北川一美様、北川葵様、北川和樹様、小北比呂美様 

 小西由紀子様、宮田洋子様、中村孝太郎様、西田裕子様、西田有希様 

 西田光佑様、西田壮佑様、橘佳代様、高島とよ枝様、高宮陸人様 

【米山奨学生】 

 董璞玉（トウボクギョク）様 

 2005年2月に開港後、中部地区における空の玄関口となったセントレアは国際

空港評議会 (ACI) による国際空港評価で2005年～2009年、さらに2011年と合

計５回、世界1位の評価を得ています。今回国内では唯一、滑走路内にバスで

乗り付け、間近で飛行機の離発着や空港施設を見学。昼食は名古屋コーチン

や柔らかひつまぶしを有名料亭「うな善」で旬の名古屋をいただきます。 

( 行 程 ) 

  9：00 京阪樟葉駅 集合 (バスにて移動) 

12：15 割烹「うな善」にて名古屋会席 

13：30 出発 

14：30 セントレア空港空港滑走路見学 

16：00 出発 

19：00 京阪樟葉駅 到着 
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＜野球同好会報告＞ 

  

 

 

 

 

 

 

「会長の時間」 

 さわやかな秋を迎え、各方面でご活躍のことと存じます。 

 当クラブにおいても、野球同好会では第2660地区ガバ

ナー杯争奪軟式野球大会において、八尾RCと対戦、13

対6の大差で勝利しました。 

 また、５RCゴルフ大会においては小林会員が優勝され、

今後とも皆様のご健闘を期待します。 

 次に、世界平和フォーラム会議が広島において25年5月

１７～18日開催されますので、ご都合のつく方々のご出席

をお願いいたします。 

 さらに、先週中之島RCからご連絡ありましたとおり、たま

たま一昨日発表されましたノーベル医学生物学賞受賞の

栄を得られました京都大学 山中伸弥教授の講演がありま

すので、ぜひとも全員の出席を期待したいと思います。 

 

「理事会決定事項」 

〇東北支援の件  

   11月中旬に気仙沼へ視察予定で協議中 

〇新春はしろうかい協賛の件  

   2万円協賛次年度から打切り  承認                             

〇わらしべ支援の件  

    一人あたり千円58,000円の支援金を拠出  承認                             

〇11/21(水)外部卓話・移動例会の件 

    もんぺ座講演を青葉幼稚園にて視察（移動例会） 

    詳細は決定次第、週報に掲載 

〇炉辺会合について 基本的条件  

 ①最低4名以上出席のこと 

 ②議事のうち１つ以上ロータリー活動の情報があること 

 ③開催後１週間以内に報告のこと 

 ④当日まで会合開催の報告があること 

   以上の条件を満たせばメークアップ扱いとする 

第１８３５回例会出席報告（１０月１０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  30名 58.82％ 

第１８３２回 例会補正後 出席率 78.85％ 

   メーク 2名  欠席 11名   除外 5名 

ニコニコ箱 合計 ¥30,000 累計   ￥619,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊10月7日野球同好会の試合に初参加させて頂き 

  無事生還できたよろこびに           畠仲  聡 

＊野球同好会今季第1戦大勝利を祝して    川島吉博 

＊都合により欠席が多くて申し訳ありません  辻村順一     

 去る10月１4日（日）サントリー球場にて大阪城北RCとの

試合がありました。３回までは接戦でしたが4回表に粟津

会員のレフトオーバー、稲田会員の左中間へのヒットから

流れはくずはチームに！結果10対1で勝利しました。フル

出場して下さった山口(伊)直前会長、北川会長エレクト、

筋肉痛は大丈夫でしょうか。体調を崩されていたにもかか

わらずメンバー不足の為に参加して下さった原田副会長

ありがとうございました。先輩方々が頑張って下さっていま

す。若い(？)メンバーの方、是非参加をお願いします。次

回の試合は10月21日（日）イトーキグランドにて大阪うつ

ぼRCと対戦です。              多田利生 
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