
今日の歌♪ 

 「奉仕の理想」 

奉仕の理想に集いし友よ 

 御国に捧げん我等の業 

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 

今後の予定 

1月：ロータリー理解推進月間 

第１８４６回 例会 
２０１３年１月９日（水）  くずはゴルフ場 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに
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              』           

                                            

おめでとうございます！ 

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) 

稲田義治 会員（H24年） 

 

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） 

1/16 

（水） 

・自己紹介 

 森川正敏会員 

・卓話 

 小西武夫会員 

・被選理事会 

1/23 

(水) 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

 交野RC合同例会 

 於：ひらかた仙亭 

 12:30～13:30 

1/30 

(水) 

・卓話 

 源本将人会員 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

1 

２ 定款により休会 

９ ― 

16 平尾 会員 

23 ― 

30 粟津 会員 

２ 

6 山本（正）会員 

13  

20 今中 会員 

２7 林（宏）会員 
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●新春祝賀例会 

 ―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 

●会長の時間・会長年頭の挨拶 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

●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＞ 

 高島、原田、畠仲、川島、今西 

 北川、山口(伊)、藤原、多田 

 重田、中村、上山、西田 

 

１２月１９日例会 

                              『原点回帰』 

＜会長の時間＞ 

 12月7日、8日にわたり開催された2660地区大会にはそれぞれの会議等において有意義な成果を

得、戸口田淳也教授のIPSに関する特別講演についても、今後の医学の進展、患者にとって大変参考

になる知識を得る事ができました。 

 また、本年度入会の稲田義治会員とは他クラブの新会員とともに檀上にて挨拶ができ、喜んでおりま

す。 さらに当日は移動例会を開催し、通常例会とは異なった会合によって、立派な目的を達成するこ

とができ、皆様のご出席に感謝しております。 本日はIM3組の樋口ガバナー補佐と米山奨学生をお

迎えし、当会場においては本年最後となります例会を開催できますことを光栄に存じます。 

＜ ご挨拶 ＞ 

 RI2660地区IM第３組ガバナー補佐 樋口秀和様 

 本日は充実されたくずはロータリークラブの例会ならびにクラブ協

議会に出席させていただき大変光栄に存じます。 

 ロータリークラブの発足以来、100余年を経過した今は、社会ならび

に経済情勢は著しく変貌してきております。この時にあたり、ロータ

リーの根幹とする奉仕活動にあたっては、その活動の原点を顧み、

地域の求めるニーズを掴み、どう対応するかが重要課題であります。

それには会員が自分の職業を通じて奉仕に努める事はもとより、ここ

で得るエネルギーをいかにして地域への奉仕に実践していくかが課

題となってまいります。 

 つまり、奉仕の目的は何であるかを理解し、これに沿うには如何に

するかを考えることであります。この意味において、本日の会合は、社

会の情報を把握する貴重な勉強の機会であります。どうかこの上とも

挑戦を試みる大切な集いであることに尽きると思われますので、今後

ともご理解、ご協力頂ければ幸いと思います。 

 

第１８４６回 例会プログラム 

   クラブ協議会の様子 
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12月22日家族例会 

 

2012-13年クリスマス家族例会開催 

・日 時 ２０１２年１２月２２日（土）  ・場 所 ウエスティン都ホテル京都 

 

  例       会 ： 鳳凰の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

  クリスマス家族会 ： 葵   殿 

 
       

今中会員の乾杯挨拶 西田親睦委員長挨拶 

                     親睦委員による受付       高島会長挨拶            例会        

会員ならびにご家族一同集合写真 



 

 

２０１３年１月の 

 ロータリーレート １＄＝８２円 

 

第１８４４回例会出席報告（１２月１９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５５名  35名 67.31％ 

第１８４１回 例会補正後 出席率 84.91％ 

   メーク 13名  欠席 8名   除外 4名 

お客様  ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 樋口秀和様 (大東RC） 

董璞玉 様 （米山奨学生） 

○本日の配布物 

①１月９日週報 

②ロータリーの友1月号 

③12-13年度上期ﾆｺﾆｺ寄付金領収書 

④ 

○本日の回覧物 

①辻村順一元会員へのバナー 

②ガバナー月信１月号 

○地区行事等出席報告 

12/20 地区財団＋FVP合同委員会      初木 

○地区行事等出席予定  

1/10 地区財団＋FVP合同委員会        初木 

1/14新春走ろう会枚方ハーフマラソン開会式 多田 

1/22 第4回地区社会奉仕委員会        初木 

1/30  第2回広報委員長会議           原 

3/9 職業奉仕正副委員長会議         中村 
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ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊高島会長様よりクリスマスの飾りを頂いた喜びに 

                             三木 彰 

第１８４５回クリスマス例会出席報告（１２月２２日） 

総会員数 出席者 出席率 

５５名  41名 80.39％ 

第１８４２回 例会補正後 出席率 66.67％ 

   メーク 6名  欠席 17名  除外 4名 

参加ご家族 50名、米山奨学生1名 

ガバナー公式訪問 
 

交野・くずはRC合同例会のご案内  
 

 

   ・日   時 ： ２０１３年1月２3日（水）  

            １２：３０～１３：３０ 

   ・場   所 ： ひらかた仙亭   
     

    

２０１２～１３年度ＲＩ２６６０地区第３組 

インターシティミーティングのご案内 

「奉仕の心でつなぐ平和の世界」 

 

・日   時 ： ２０１３年１月２６日（土） 

          受付１３：００～ 開会１３：３０～ 

・場   所 ： メセナ枚方 多目的ホール 

 

・基調講演 ： 講師：金美齢氏 
                   ホストクラブ 枚方ＲＣ 


