
今日の歌♪ 

 「奉仕の理想」 

  奉仕の理想に 

 集いし友よ 

  御国に奉げん  

我等の業 

  望むは世界の 

 久遠の平和 

  めぐる歯車  

 いや輝きて 

  永久に栄えよ 

 我等のロータリー 

  ロータリー 

●12:30 

―  乾杯・お食事・歓談 ― 

●開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●国歌斉唱 

●ロータリーソング 

 「奉仕の理想」 

●お客様紹介 

●入会式   

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●3分間スピーチ 南 武 会員 

●卓話「会長年頭の挨拶」 

             山口 伊太郎 会長 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜定例理事会＞（敬称略） 

 山口(伊)、北川、初木、三木 

 小西、高島、岩本、國田、畠仲 

 中野、日野、上山、山中 

今後の予定： 

1/18 

(水) 

⇒19日（木）に変更 

1/19 

(木) 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

3クラブ合同例会 

・被選理事会 

1/25 

(水) 

・卓話  

 西田英夫会員 

1/28 

(土) 

・I．M 

四條畷市市民総合

センター 

9:00～受付 

9:40～開会 

  

第１７９８回新春祝賀例会プログラム 
 ２０１２年１月１１日（水） くずはゴルフ場 ３F 
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月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

1 

４ 定款により休会 

１１ 南会員 

１９  

２５ 宮田会員 

２ 

１ 森会員 

８ 中村会員 

１５ 中西会員 

２２ 中谷会員 

２９ 西田会員 
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明けまして 

 おめでとうございます 

 輝かしい新年をクラブ会員の皆様とお迎

えになり心よりお祝い申し上げます。 

 昨年7月より始まりました、ガバナー補

佐の任務も皆様の暖かいご支援とご協力を

得ましてなんとか半分が過ぎました。補佐

訪問の際には会長はじめ会員の皆様、事務

局様には大変お世話になり厚く御礼申上げ

ます。 

 私には荷の重すぎる役目である事は痛感

しており、補佐としての責務が果たせてい

るのか否か、各クラブにご迷惑をお掛けし

ていないかどうか自問しております。今年

６月までのあと半年間なんとか頑張ります

ので、応援よろしくお願い申し上げます。 

 なお、4月から5月に予定しております最

後のガバナー補佐訪問は、次年度の補佐、

即ち補佐エレクトと一緒にお伺い致しま

す。例会時に於いて現補佐のお礼と補佐エ

レクト樋口秀和様のご挨拶をさせて頂きま

す。したがいまして、例会中の卓話、クラ

ブ協議会での講評などは致しませんのでそ

の旨お手配下さいますようにお願いしま

す。 

 

 貴クラブ益々のご発展と皆様のご健勝 

そして素晴らしい奉仕活動を成されます事

をご期待申し上げております。 

  

           三村 雄太郎 

 三村ガバナー補佐 ご挨拶 

新年明けまして 

 おめでとうございます 
 ご家族でお健やかな新年をお迎えの

ことと御慶び申しあげます。 

 ロータリー年度もいよいよ後半に入

ります。次年度会長・幹事・SAA、次

次年度会長、次年度理事の御承認を戴

き、次年度への引継ぎ体制を整える事

ができました。皆様の御協力に改めて

御礼申し上げ、残りの期間への更なる

御支援をお願い致します。 

 昨年を振り返りますと、その年の世

相を表す漢字が「絆」であったように

東日本大震災、それに伴う原発事故、

大洪水等の経験から家族や仲間などか

けがえの無い人との絆を改めて知った

一年でした。くずはRCも会員相相互の

強い絆に支えられ、活動範囲を広げて

いける事を確信いたします。  

 社会奉仕につきましては、前半に引

続き被災地支援に取り組んで行く事に

なると思います。ご協力、お知恵をお

貸し下さい。 

 今年の＜辰年＞に込められた意味

は、草木の形が整った状態を表わして

いる様です。生命の成長が整って行く

事を意味するそうです。昨年の災害で

ダメージを受けた被災地の復興も整っ

て行くものと思います。 

 最後のなりましたが、今年一年が災

いの無い年に、なりますよう会員の皆

様、ご家族の皆様の御健康とご多幸を

祈念し新年の御挨拶と致します。 

        会長   山口 伊太郎 

新年のご挨拶 
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２０１１－１２年度年越し家族会開催  
                       ２０１１．１２.１７（土） 於：美濃吉本店  

 12月14日（水） 例会 

〇三村ガバナー補佐のご挨拶 

 本日はガバナー補佐として、１４回目のI.M

３組クラブ訪問です。次回は１５回目の交野

ロータリークラブ訪問をもって本年を終えるこ

ととなります。この例会終了後はクラブ協議

会に出席させて頂きたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 年明けには、１２名だけの会員による「四條

畷ロータリークラブ」がホストにて、I.M３組の

インターシティミーティングが開催されますの

で総ってご出席のほどお願いいたします。 

〇ガバナー補佐とのクラブ協議会 

三村ガバナー補佐の講評 

 窓の外を眺めれば快晴。心地よい環境の

中での例会は素晴らしい。夜の景色を眺め

ながらの例会場としては、大東中央クラブが

採用していますが例会終了後でなければ外

観を楽しめないので本クラブは恵まれていると

思われます。 

＊情報提供について 

①新クラブの誕生…会員の増強よりも新クラブ

結成に主力を置いた方法モーニング例会（サ

ラリーマン対象）の発足予定 

・仮称 大阪アーバンRC（IM８組に所属予定） 

・場所 ホテルグランビア大阪 

・例会時間 毎週水曜７時半～８時半 

・費用 入会金8万円 年会費10万円 

     食事採用者のみ１回1,500円 

＊講評 

・出席率改善につき５％アップの努力を実現さ

れたい。クラブは家族とともにが大切なので来

るクリスマス会のご成功を祈ります。ニコニコＢ

ＯＸ会計は本会計に入れずにとの地区方針も

あるので考慮されては如何かと思います。 

＜ロータリー財団表彰・12月入会記念日祝 おめでとうございます ＞ 

 ＰＨＦ  今西義人会員      入会記念日祝 藤原和彦会員   入会記念日祝 今西義人会員   



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊お久ぶりです。                 今西義人                             

ニコニコ箱 合計 ￥10,000 累計  ￥656,018 

○本日の配布物 

①ロータリーの友1月号 

②11-12年度上期ﾆｺﾆｺ領収書 

〇本日の回覧物 

①ガバナー月信1月号 

 

〇地区行事等出席報告 

1/8出初式           高島、山本、山口尚、岡山 

1/9新春走ろうかい                國田、粟津 

○地区行事等出席予定 

1/14第2回地区財団FVPセミナー   高島、畠仲、多田 

1/21広報委員長会議                  多田 

2/4社会奉仕委員長会議                國田 
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  １月１月  祝入会記念日祝入会記念日  
  

中野保博会員（S６３年） 

平尾公介会員（S６３年） 

 

おめでとうございます！ 

１月１月  祝お誕生日祝お誕生日  
  

山本正夫会員（２日) 

宮田 明会員（10日） 

山口伊太郎会員（14日） 

中野保博会員（19日） 

上野  徹会員（21日） 

辻村順一会員（31日） 

 

ガバナー公式訪問 

枚方・交野・くずはRC合同例会のご案内 

 

■日 時 ２０１2年１月1９日（木） 

       １２：３０～１３：３０ 

■場 所 ひらかた仙亭 

       枚方市大垣内町3-1-20 

       ☎072-846-3333 

第１７９６回例会出席報告（１２月１４日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 31名 63.27％ 

第１７9３回 例会補正後 出席率 56.52％ 

   メーク 14名   欠席 20名   除外 10名 

****************************  

２０１１～１２年度ＲＩ２６６０地区第３組 

インターシティミーティング 

「健康と防災・すべての奉仕活動は健康から!!」 

２０１２年１月２８日（土） 

受付９：００～  開会９：４０～ 

於：四條畷市市民総合センター 

   ＜基調講演＞ 

   ①「我が国の歯科技術の実態と現状について」 

     講師 木下歯科医院長 木下桂 氏 

   ②「災害から何を守るか」 

     ―北河内７市周辺に予想される主な災害― 

     講師 四條畷市防災アドバイザー 村上博 氏 

   ③「知っておこうＡＤＥの実技指導」 

       四條畷市消防署チーム 

第１７９７回家族例会出席報告（１２月１７日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３３名 73.47％ 

第１７9４回 例会補正後 出席率 78.43％ 

   メーク 8名   欠席 11名   除外 5名 

  

  1２月７日(水) 10０万ドルランチデー 

 通常2,000円食事⇒1,000円  

 出席者３１名 

  ３１,０００円が寄付金となりました。 
 

 


