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本日の例会　　12月17日（水） 次週予告　　12月24日（水）
● ソング

● プログラム

「君が代」　「われらの生業」
　　　　田辺　朱希美　会員
　移動例会　池田会員　　
　　　　　　

● ソング

● プログラム   卓話　　
               　
　　　　　　　　　　　　

「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　 　田中　哲三　会員
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会長　小山　一子

　皆様今晩は
本日のお客様、ガバナー補佐「正木隆造
様」・I・M実行委員長「岡本忠博様」、よう
こそ、本日はよろしくお願い致します。
寒さも加わって参りました。心身共に暖かく
してお元気にお過ごし下さいますように。

<1>22期も本日で6カ月目となり「年次総会
日」となりました。皆様方のご協力のお蔭と
心より感謝申し上げます。

<2>総会1カ月前に、皆様に次期理事・役員の
選出をお願い致しましたところ、指名委員会
を招集するまでもなく、那須次期会長と川添
幹事のお骨折りで決まりました。(お預かりの
氏名を発表致します)

<3>本日のプログラム、前回の卓話は坂上会員
の「急にご逝去なさいました奥様のお話し」
をお伺いいたしました。本日は「クラブ協議                                                                                                                                                                          
会」でございます。

今夜も、E(笑顔)・H(拍手)・A(握手)、今夜も盛
大によろしくお願い致します。

■クラブ協議会及び年次総会
　　　　　　　　　　　　小山　一子会長
今期不束ながら会長を務めさせて頂いており
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5)10月5日(日)六甲山オルゴールミュージアムと
昼食会。
台風 13号に追っかけられつつも、晴れ男の大
西直前会長のお陰で傘もささずに無事帰宅。

6)10月23日(木)「第23回兵庫県プロバスクラブ
交流会」が宝塚ホテルにて開催され、親クラ
ブへお手伝いの要請。9名のメンバーが駆けつ
けた。

7)12月7日(日)6時から、年末家族例会第2部に天
才ピアニスト「北順佑さん(22歳)」を迎えま
す。人生が変わるほどの感動を味わってみて
下さい。

・2月7日(土)のI・M 宝塚ホテル。全員登録
・2月28(土)。3月1日(日)。神戸ポートピアホテ
ル。両日ともにスケジュールに記入をお願い
致します。メンバーの皆様方のご協力に感謝
致します。

今後ともよろしくお願い致します。

以 上　　　　　
○馬場　和代君
正木ガバナー補佐様、実行委員長の岡本様よ
うこそIMのお誘いにおいでいただきました。
楽しみに出席させていただきます。
寒さ厳しくなりました。皆様風邪など引かれ
ませんように！　　ニコニコ。
○小山　一子君
正木ガバナー補佐様、IM実行委員長 ようこそ
本日もよろしくおねがい致します。
皆様、本日もよろしくお願い致します。
○野木　久子君
昨夜、大阪城ホールで　サラ・ブライトマン
の美しい歌声を楽しんできました。まあ、び
っくりするような高音、うっとりです。昼間
に見てきた「大古事記展」の古代美人「この
はなさくやひめ」の笑顔と重なりました。
○田中　哲三君
正木様、岡本様ようこそいらっしゃいまし
た。無事、印度から戻りました。仏教の八大
聖地の7つを巡る強行軍でした。つもる話は卓
話で。ニコニコ。

　　　　本日の合計　　     23,000円
　　　　本日までの累計　　436,000円

◆本日のソング
「君が代」「われらの生業」

川添　祐照　会員

◆お客様
正木　隆造様（阪神第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐）
岡本　忠博様（IM実行委員長）

◆出席報告

◆幹事報告
①第17回「学習障害児（LD)理解のための基礎
と実践講座」が、1月24日（土）13:30～
神戸芸術センターであります。
②地区大会の案内案がきております。
早めに知りたい方はご連絡ください。
③地区大会での表彰対象の方のご確認がきて
います。中村会員と阪上会員の2人。
④来期の会費納入のお願いを配りました。
よろしくお振込み願います。
⑤クリスマス会、日曜日午後5時30分登録
午後6時から開始。会費は当日徴収。
オークションの品物もよろしく。

◆臨時理事役員会報告
入会希望が出ております。→OK
全会員に推薦書を送ります。

　

　

ます小山一子でございます。
上半期も最終月を迎え、本日は年次総会とな
りました。期首のクラブ運営方針にも記しま
した通り、RIゲイリーC・K会長のテーマ「ロ
ータリに輝きを」。
一人一人が委員会その他で協力し、能力を発
揮すると自ずから光ります。滝澤功治ガバナ
ーの運営方針「何か新しいことをしよう」で
は、毎例会の座席をくじ引きで決めて頂き、
好評を博しております。
クラブのモットーは「基本を大切に」「明る
く・楽しく・元気よく!」とし、トップダウン
よりボトムアップで、皆様の「ご異見」を頂
戴しつつ進めております。

今期は「卓 話」に力を注ぎ、毎回これまでと
一味違ったお話を興味深く拝聴できていま
す。
1) 今期は7月2日1010回例会、正木ガバナー補
佐初め第三グループの会長幹事の表敬訪問を
迎え恐る恐る出航致しました。

2) 8月6日第1015回例会は、池田会員「華」に
て移動例会、その後花火大会を楽しみまし
た。

3) 9月14(日)・15(月)祝日、道後温泉へ初めての
一泊バス旅行。

4) 9月24日、栗田幹事、会員の皆様の絶大なる
ご協力のお蔭で、ガバナー公式訪問無事終
了。

会長の時間

プログラム
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ひとくち

いつでも、どこでも、誰でもが、無料で世
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