
平成２８年１月４日 第１４１０回例会 №１４０９

会長の時間 会長　松室　利幸

　新年明けましておめでとうございます。会員の

皆様方におかれましては、ご家族お揃いでお健や

かに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年はクラブ運営に対しまして一方ならぬご協

力を賜り衷心より感謝申し上げます。

　本年も何卒よろしくお願い申し上げます。　　

さて、本日は年末のクリスマス移動例会以来、２

週間ぶりの例会となりました。

　クリスマス移動例会の際には、ゲストやご家族

を含めたくさんの皆さんにご参加頂き、クリスマ

スに相応しい大変心に残る例会となりました。企

画運営頂きました親睦活動委員会の皆様をはじめ

関係者の皆様には大変お世話になり感謝申し上げ

ます。また、藤原エレクトの奥様にも毎回アトラ

クションで世話になり、とりわけ今回はゴージャ

スなミュージシャンをご紹介いただき、宴を盛り

上げて頂いたことに対しましてもこの場をお借り

いたしまして深く感謝申し上げます。

　本日はここ不死王閣にて新年移動例会となりま

した。新たな年を皆様と共に笑顔で元気に迎える

ことができ感謝申し上げます。

　いよいよ今日から今年度の後半戦が始まりま

す。すでに昨年の年次総会で次年度の役員理事や

ノミニーも決定し、会員の皆様方には次年度の準

備と今年度の事業と並行して活動を進めていただ

くこととなり、時にはご負担をお掛けする場面も

生じるかもしれませんが、引き続きクラブ運営に

対しましてご協力を賜りますよう切にお願い致し

ます。ロータリーに恋をして、参加したくなる、

そんな魅力あるクラブづくりを目指して、そして

自分自身がロータリアンとして愛するまちへのプ
レゼントになれるよう残りの半年を精一杯、皆さ
んと共に活動を展開して参る所存です。
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　　 　 １月４日(月)

 　　 『新年移動例会』

　　　　～不死王閣～

  担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会
　　

米山奨学生　韓　妍嬌　様

米山学友　　鍾　允順　様

ビ　ジ　タ　ー

次
週

　　　１月１８日(月)

　　　『　　　　　　』

  担当　岡本　厚　会員
　　

委　員　会　等　報　告

松室　利幸　会長…

服部　潤承　幹事…

池田　吉清副会長…

藤原　史郎　会員…

溝口　正孝　会員…

新田　耕平　会員…

加藤　光祥　会員…

中西　博之　会員…

大塚　信彦　会員…

奥村　雅一　会員…

石田　貴子　会員…

青井　秀浩　会員…

土田名央未　会員…

今井　卓哉　会員…

祝　ＲＩ会長表彰受賞　地区大会
へ多くの会員の皆様にご参加頂き
ありがとうございました。

１２月５日　地区大会本会議ご出
席おつかれさまでした。

残念でした！！

卓話当番です。よろしくお願いし
ます。

市長選残念至極。後一歩でした。
支援頂きありがとうございまし
た。折れない。とてもとてもつらい。

妻の誕生日です。

バッジ忘却　ゴメンなさい。

バッジ忘却　久しぶりに忘れました。

欠席おわび

地区大会よかったです。

バッジ忘却

今朝の池田市は雲ひとつない秋晴
れとなりました！

コメントなし

今月、家内の誕生日です。いつも
感謝しています♡

ニ　コ　ニ　コ　報　告

合計　33,000円 　総合計 669,500円

　　 　１月１１日(月)

 　　　　 例会休会

 　　　　 成人の日
　　

 「自己紹介/七転び八起き人生どこからでも。」
　　　　　　土田　名央未　会員

　

　昭和37年6月3日　本年中は53才。

　出生は大阪市中央区船場商家の一人娘です。

　小中高大とミッションスクール、末は修道士に

なるつもりでしたが、大友人の死という一大事件

に直面し挫折。糸が切れてヨーロッパ放浪の果

て、帰国後玩具会社や写真事務所、貿易、企画会

社などに勤め25才で亡父の経営する油種販売会社

と難波の木津卸売青果会社へ入社、用地買収から

総務・人事・営業企画を経験する最中に実父が突

然死。31才で代表者を引継ぎ莫大な負債を背負い

死に目にあいましたが5年で会社清算、後12年で個

人保証返済も終え、平成22年3月3日に不動産企画

会社を立ち上げました。

　社名のロビンフットは英の伝記、十字軍の騎

士・義賊のロビンフットから付け、大病をした経

験から自然な暮らしや緑化の素晴らしさを痛感。

「まるで森が自分の庭」テーマに土地開発や建物

建築を行っています。ベッピンさんの土地は入手

困難、難しい条件の土地をベッピンさんに仕上げ

る隙間産業ですがオーナーさんに喜ばれることは

社名に恥じない仕事だと誇りを持っています。

　何度も転びましたが起き上がりこぼしはへこた

れません。心ある人のご縁に助けられ、人生はい

つからでもどこからでもをモットーに頑張って参

ります。

１２月１４日卓話



　クリスマス移動例会

委　員　会　等　報　告

①親睦活動・出席・歌唱小委員会
　８月３１日の移動例会は豊中市の浪曼路に
　て開催します。
　送迎バスは、
　行きは池田市役所前１７：３０発、
　市民文化会館前１７：４５発です。
　帰りのバスもあります。
　本日出欠の回覧を致します。

幹　事　報　告

　クリスマス移動例会が、昨年１２月２１日
にインターコンチネンタル大阪にて開催され
ました。
　セレモニー終了後、全員による「聖夜」斉
唱、会長挨拶、そして新谷パスト・ガバナー
の乾杯のご発声により宴がスタートしました。
　メインイベントとして藤原史郎会員ご夫妻
のご紹介による「Ｂｅ in Ｖｏｉｃｅｓ」のア
カペラコンサートが行われました。絶妙な
ハーモニーに癒されながらも、日本の童謡な
ど馴染みの曲も多くとりいれて下さっていた
ので、一緒に唄って盛り上がり、非常に楽し
い時間を過ごすことが出来ました。

ニ　びじ告ビジター　ご出席いただいたご家族

　　　米 山 学 友  　鍾　允順　様　

　　　米山奨学生　　韓　妍嬌　様

　新谷　秀子　様　　藤原ヒサコ　様

　長嶋安規子　様　　山内　静枝　様

　正岡真喜子　様    新田真理子　様

　岡本　尚子　様　　石田　繁　　様

　高橋　智子　様　　今井　京子　様

　高原　悦子　様　　乾　　貴子　様

　沢田三喜子　様　　　

　青井　奈緒　様    湊　美恵子　様　　



　　　　　　　　　　　　
 　



出　席　報　告

前々々例会　１１月３０日分のメークアップ
　　　奥村　会員　１１月２５日　池田ロータリークラブ例会出席
　　　土田　会員　１１月２５日　池田ロータリークラブ例会出席
      新谷　会員　１２月　４日　地区大会出席（出席免除者）　
　　

1409 回 1406 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　7 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 19 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 4 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ９０．３２％ ８３．３３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年12月21日 2015年11月30日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

合計　106,000円 　総合計 821,500円
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委　員　会　報　告

第１回被選理事会議事録

日時　２０１５年１２月１８日 １８時～２１時
場　　　所　　ふぐ好
理　事　数　　９　名
出席理事数　　７　名

報告事項
（１）次年度役員・理事等採択の件
　　　１２月１４日の年次総会にて次年度の
　　　役員・理事等が採択された旨、報告さ
　　　れた。

審議事項
第１号議案　次年度各委員会委員長（案）
　　　　　　承認の件
　　　　　　承認　理事会に上程する

第２号議案　次年度クラブ運営方針について
　　　　　　承認

第３号議案　ライラ実行委員長の次年度理事
　　　　　　就任について
　　　　　　承認　理事会に上程する

第４号議案　今後の被選理事会開催について
　　　　　　１月１８日、２月１５日、
　　　　　　３月２８日、４月２５日、
　　　　　　５月２３日、６月２０日
　　　　　　の１７：００よりコルネット
　　　　　　にて開催する　
　　　　　　承認

松室　利幸　会長…

服部　潤承　幹事…

池田　吉清副会長…

藤原　史郎　会員…

溝口　正孝　会員…

新田　耕平　会員…

加藤　光祥　会員…

中西　博之　会員…

大塚　信彦　会員…

奥村　雅一　会員…

石田　貴子　会員…

青井　秀浩　会員…

土田名央未　会員…

今井　卓哉　会員…

祝　ＲＩ会長表彰受賞　地区大会
へ多くの会員の皆様にご参加頂き
ありがとうございました。

１２月５日　地区大会本会議ご出
席おつかれさまでした。

残念でした！！

卓話当番です。よろしくお願いし
ます。

市長選残念至極。後一歩でした。
支援頂きありがとうございまし
た。折れない。とてもとてもつらい。

妻の誕生日です。

バッジ忘却　ゴメンなさい。

バッジ忘却　久しぶりに忘れました。

欠席おわび

地区大会よかったです。

バッジ忘却

今朝の池田市は雲ひとつない秋晴
れとなりました！

コメントなし

今月、家内の誕生日です。いつも
感謝しています♡

ニ　コ　ニ　コ　報　告

松室　利幸　会長…

服部　潤承　幹事…

池田　吉清副会長…

新谷　秀一
　パスト・ガバナー…

田中　隆弥　会員…

藤原　史郎　会員…

溝口　正孝　会員…

岡本　　厚　会員…

吉井　順子　会員…

山内　邦夫　会員…

新田　耕平　会員…

三好　洋二　会員…

岸添　広一　会員…

内村　　昭　会員…

加藤　光祥　会員…

中西　博之　会員…

大塚　信彦　会員…

奥村　雅一　会員…

石田　貴子　会員…

青井　秀浩　会員…

土田名央未　会員…

高橋　　仁　会員…

今井　卓哉　会員…

高原誠一郎　会員…

乾　　禎則　会員…

沢田　武司　会員…

Ｍｅｒｒｙ　x'mas！

1年間お世話になりました。

メリークリスマス

メリーX'マス

ハッピークリスマス

クリスマス例会　ご苦労様です。

クリスマス例会　ありがとう　
来年も「元気ですか？僕も元気
です」を合言葉に楽しいほこれ
るＲＣになるよう勧めます。

メリークリスマス

merrychristmas to everyone!!

杖がなくなりました。　　
（おめでとうございます。Ｂｙ石田）

メリークリスマス

ハッピー　ハッピー　♡

クリスマス例会よろしくお願い
します。

メリークリスマス

Happy　クリスマス

ちょっといいことあり

横の部屋でお客様セミナーやっ
ております。欠席すみません。

メリークリスマス!!

メリークリスマス
　　　　＆　Happy New Year

メリークリスマス

Merry X'mas ＆ Happy New Year

メリークリスマス

クリスマス例会よろしくお願い
します。

メリークリスマス

クリスマス例会の司会　がんば
ります。

初の夫婦参加　よろしくお願い
します。

１ 月 お 誕 生 日 お 祝 い

新谷　秀一　会員　昭和１５年１月１４日
三好　洋二　会員　昭和２０年１月２０日
正岡　　哲　会員　昭和２１年１月２０日
～正岡会員　古希おめでとうございます～

加藤　光祥　会員　昭和２５年１月２５日 
服部　潤承　会員　昭和２６年１月１５日
高橋　　仁　会員　昭和３５年１月　６日 
谷口　知子　　様　　　　　　１月２３日


