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本日の例会第 2090

会長の時間

回 10 月 11 日

１０月４日
飯室

◇ソング「 友達になろう」
◇月間卓話「米山奨学生チャン・フォン・ダンさん
の近況報告」
ゲストスピーカー：チャン・フォン・ダンさん
担当：米山奨学委員会 東谷委員長

会長

この度、新事務局員、平岡里夏さんを紹介します。
１０月１日より就任、ここで皆さんにお願いが有ります。
事務局の薮野さんは日頃の仕事だけで一杯です。それに

今

週

の

動

引継ぎの仕事が重なって大変です。今迄の事務局の仕事

き

を軽減しなければ、スムーズにバトンタッチも出来ませ

◇10/12（土）青少年交換派遣候補生選考会
於：ガバナー事務所
矢野夏海さん
矢野みえさん・東谷会員
◇10/12（土）～14（月）秋のライラ
於：大阪市立信太山青少年野外活動ｾﾝﾀｰ

ん。入出金の仕事、週報の作成も薮野さんが全部やって
ましたが、今後は運営委員の方及び応援者(私も含む)に
よってパソコンで送信して頂く様お願い致します。
委員会報告も簡単でも原稿をお願い致します。

次週例会予定

10 月

運営委員の方の負担を軽くする為にもお願い致します。

18 日

◇卓話「突然の死」
どうする！預金、株、投資信託等
すぐにやらなければいけない事は…
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ:鈴江総合会計事務所 所長 鈴江武氏

幹事報告

北畑

幹事

1.「日台ロータリー親善会議」の次回開催日が決定いたしま
した。

担当：木原会員

■開催日時：2014 年 1 月 26 日 午後 2 時開始
■開催場所：台湾（台北）円山大飯店
会
例会日の出席

員

席

９月２０日

７名

数

出

２４名
欠

前々々回の修正

出席免除数

３７名
出

１０月４日

数

席

数

正

率

７５％
内

１２名
修

席

当初は 2014 年 3 月開催予定でしたが、 台湾側の事情に

ＭＵ数

６名
出

席

率

８２．３５％

より開催が早まりました。
会議の詳細は決まり次第ご案内いたします。
2.本日、例会後理事会を開催します。

本日のゲスト
摂津警察交通課
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摂津市役所交通課
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理事会報告

月間卓話「職業奉仕月間」
月間卓話「職業奉仕月間」
月間卓話「職業奉仕月間」
「自転車ルールのマナーアップ」
「自転車ルールのマナーアップ」
「自転車ルールのマナーアップ」
ゲストスピーカー：
ゲストスピーカー：
ゲストスピーカー：
摂津警察交通課係長
摂津警察交通課係長 金田
金田 克明氏
克明氏
摂津警察交通課係長 金田 克明氏
摂津市役所交通課
泉谷 行宏氏
行宏氏
摂津市役所交通課 泉谷
摂津市役所交通課 泉谷 行宏氏
担当：国内奉仕委員会
担当：国内奉仕委員会 宮野委員長
宮野委員長
担当：国内奉仕委員会 宮野委員長

1.茨木西ＲＣ創立２０周年記念式典・祝賀の件
承認
2.星翔高校献血の件

承認

3.ロータリーの友英語版購入の件

承認

4.事務局退職金の件

承認

20 万円支給

委員会報告
ロータリー財団よりの報告
2014 年－2015 年度

青木

委員長

ロータリー奨学生募集のご案内

が来ていますので、紹介させて頂きます。奨学金希望
の方がありましたら、ご紹介ください。
申請書類の提出期限は、申請者からクラブへの提出期
限は、2313 年 10 月 25 日です。
クラブからガバナー事務所への提出期限は、2013 年 11
月 12 日です。
関係書類については、ウェブサイトからダウンロード
が可能です。
申請書は、パソコンで作成するように応募者へお伝え
ください。宜しくお願い致します。
今月のお祝い
誕生日

國澤会員

中尾会員

辻井会員

夫人誕生日

秋山会員

樋上会員

前田会員

結婚記念日

尾崎会員

横田会員

事業所開設

稲垣会員

岩城会員

門田会員

中川会員

神田会員

国内奉仕委員会委員長の宮野惠子です。
国内奉仕委員会委員長の宮野惠子です。
国内奉仕委員会委員長の宮野惠子です。
職業奉仕月間の月間卓話のお時間を頂き有り難うご
職業奉仕月間の月間卓話のお時間を頂き有り難うご
職業奉仕月間の月間卓話のお時間を頂き有り難うご
ざいます。
ざいます。
ざいます。
９月２５日摂津市民文化ホールにて摂津市交通安全
9 月 25 日摂津市民文化ホールにて摂津市交通安全推
９月２５日摂津市民文化ホールにて摂津市交通安全
推進協議会主催の摂津市交通安全大会に出席してま
進協議会主催の摂津市交通安全大会に出席してまい
推進協議会主催の摂津市交通安全大会に出席してま
いりました。
りました。
いりました。
固定席
固定席 530
530 席有る２階部分を除き満席でした。
席有る 2 階部分を除き満席でした。
固定席 530 席有る２階部分を除き満席でした。
そんな中で摂津交通安全自動車協会会長による優良
そんな中で摂津交通安全自動車協会会長による優良
そんな中で摂津交通安全自動車協会会長による優良
運転者表彰優良事業所表彰状の伝達式が行われ特別
運転者表彰優良事業所表彰状の伝達式が行われ、特
運転者表彰優良事業所表彰状の伝達式が行われ特別
講演の大阪府警察本部交通安全教育班によるテーマ
別講演の大阪府警察本部交通安全教育班によるテー
講演の大阪府警察本部交通安全教育班によるテーマ
交通安全運転の重点、大阪重点は交差点における交
マ交通安全運転の重点、大阪重点は交差点における
交通安全運転の重点、大阪重点は交差点における交
通事故防止、スローガンとしては２点有ります。
交通事故防止、スローガンとしては２点有ります。
通事故防止、スローガンとしては２点有ります。
１点目、しっかりとルールを守って事故防止。
１点目、しっかりとルールを守って事故防止。
１点目、しっかりとルールを守って事故防止。
２点目、気を付けて青になっても右左等。ですが、
２点目、気を付けて青になっても右左等。ですが、
２点目、気を付けて青になっても右左等。ですが、
本日は私達が知らなかったルールマナーを摂津警察
本日は私達が知らなかったルールマナーを摂津警察
本日は私達が知らなかったルールマナーを摂津警察
交通課
交通課 金田（かなた）係長様と摂津市役所交通課
金田（かなた）係長様と摂津市役所交通課
交通課 金田（かなた）係長様と摂津市役所交通課
泉谷（いずたに）様が快く受け入れて下さり、これ
泉谷（いずたに）様が快く受け入れて下さり、これ
泉谷（いずたに）様が快く受け入れて下さり、これ
から３０分の短い時間ですが、教えて下さいます。
から３０分の短い時間ですが、教えて下さいます。
から３０分の短い時間ですが、教えて下さいます。
そんな事知らなかった事が学べます。
そんな事知らなかった事が学べます。
そんな事知らなかった事が学べます。
同じ３０分過ごすならしっかり勉強して子や孫に貴
同じ３０分過ごすならしっかり勉強して子や孫や貴
同じ３０分過ごすならしっかり勉強して子や孫に貴
社社員様に伝えて下さいね。
社社員様に伝えて下さいね。
社社員様に伝えて下さいね。
それではお願いします。
それではお願いします。
それではお願いします。

ニコニコ箱

名誉会員

森川

嘉夫瑠氏：

宮野会員に要請され久しぶりに例会出席さ
せて頂きました。
飯室会長：平岡事務局員を迎える事が出来て。
茶橋会員：写真を頂きありがとうございます。
郷木会員：ロータリーで久しぶりにネクタイ着用。
気分一新です。
東谷会員：新しい事務局員さんが決まって。
神田会員：創立三十八周年を迎える事が出来て感謝。
川脇会員：森川さんにお世話になって。
北畑会員：新事務局をお迎えしまして。
國澤会員：久しぶりの例会です。皆様に迷惑をかけま
した。又 10 月にも宮野さん、宮田さんに御
世話になります。
宮田会員：淀川わいわいがやがや祭りにご支援・ご協
力ありがとうございました。
来年は６月１日（日）に行います。
望田会員：日頃よりお世話になっています。
摂津警察

金田交通課長と摂津市役所交通

課の泉谷さんに卓話にお越し頂いて。
新しい事務局員をお迎えして。
ご挨拶
ご挨拶
事務局後任の平岡里夏（ひらおかりか）さん
事務局後任の平岡里夏
（ひらおかりか）さんより
よりご挨拶がありました
ご挨拶がありました。

団体名を間違えてすみません。
辻井会員：２週間連続休会しまして。
写真を頂いて。
横田会員：先週、例会を欠席して。

ニコニコ累計

運営委員会会報担当

２７５，０００円

枠内は今回担当者
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宮 田 会 員

