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本日の例会（第2657回） 「孔雀の間」

・Rotary Song

｢国歌｣｢四つのテスト｣

・会長の時間

前回（8月28日）例会記録「鳳凰の間」
３クラブ合同例会
大阪淀川ＲＣ・大阪東淀ちゃやまちＲＣ・新大阪ＲＣ
ガバナー公式訪問 －立野ガハナーをお迎えして－

・9月度お誕生祝
山口雅弘会員(1日)

林 志織会員(7日)

杉本三郎会員(29日)

西﨑克由会員(30日)

RI第2660地区2015-16年度ガバナー
立野 純三 (たての じゅんぞう) 氏
【職業分類】 金物製造
【ロータリー歴】 1989年7月大阪RC入会
24年在籍

・今月の配偶者の誕生祝
青木 高会員ご夫人

西川正一会員ご夫人

小田晃三会員ご夫人

・皆出席祝

・司

会

（西﨑 S.A.A）

・Rotary Song

｢奉仕の理想｣

Song Leader

・来客紹介

梶浦豊和会員(2年)

・第6回理事会

（平田唱歌副委員長）

（林友好委員）

国内visitor １名
(例会終了後「鶴寿の間」)

9月
基本的教育と識字向上月間
ロータリーの友月間

国内guest ２名

・ 出席報告

（杉本(三)委員長）

出席会員数 20名

欠席会員数

出席免除会員数

会員総数

9名

8月7日出席率(M.U.含む)

9名

29名
93.10％

M.U.のなかった欠席者
M.U.された方

2名

橋上会員、梶浦会員、西川会員、
白方地会員

私の好きな音楽
その２

正心調息法
（塩谷信夫氏の自在力）を実践して

当クラブ 山本 照彦 会員

当クラブ 梶浦豊和 会員

3クラブ合同例会次第

（ホストクラブ:大阪淀川RC）

12:30 開会点鐘 大阪淀川RC会長
開会宣言 大阪淀川RC S.A.A.
唱歌「奉仕の理想」
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ(大阪淀川RC唱歌委員会)
特別な紹介 ガバナー紹介 (大阪淀川RC会長)
来客紹介 (大阪淀川RC友好委員長)
食事の時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12:40 3クラブの出席報告 (大阪淀川RC出席委員長)
3クラブ出席者合計56名
(大阪淀川RC20名/29名、大阪東淀ちゃやまちRC19名/29名、新大阪RC17名/32名)
会長の時間 大阪淀川/大阪東淀ちゃやまち/新大阪
委員会報告 各クラブ、必要に応じて報告
幹事報告
新大阪/大阪東淀ちゃやまち/大阪淀川
ﾆｺﾆｺ箱報告 大阪東淀ちゃやまち/新大阪/大阪淀川
13:00 卓話の時間 ガバナー講話 （紹介:新大阪RC会長)
13:30 閉会点鐘 大阪東淀ちゃやまちRC会長

出席報告、幹事報告、ニコニコ報告が時間通りl恒例に行われた⇒

◇ニコニコ箱の報告（中津 S.A.A.）

小田晃三 立野ガバナー様、ようこそお越しくださいました。

※氏名の後の会員を省略致します。

3クラブ合同例会を祝して。

杉本三郎 合同例会会員全員にとって楽しいく有意義な例会に。

林

志織

白方誠彌 ガバナー公式訪問を感謝いたします。
松井義明 本日は3クラブ合同例会です。会長、幹事ご苦労様です。
青木 高 初の3クラブ合同例会を記念して。
平田達男 3クラブ合同ガバナー公式訪問例会へのご参加の
皆様ご苦労様でした。今後とも宜しくお願い致します。

西﨑克由 立野ガバナーをお迎えしての3クラブ合同例会の

橋上 聖

ガバナーご訪問有難うございます。大阪東淀ちゃやまち
RC、新大阪RCの皆様も沢山のご参加有難うございます。

村岸直子

立野ガバナー、有難うございます。

山口雅弘

立野ガバナーご訪問感謝いたします。

里見英子

第一回淀マン会のじゃんけん大会で1等賞を取ら
せて頂き嬉しかったです。今後とも宜しくご指導く
ださいませ。

海家聖雄

立野ガバナーご来訪有難うございます。

中津敏子

大阪東淀ちゃやまちRC様、新大阪RC様、ようこそ
お越し下さいました。

盛会を祈念して！

末松大幸 RI2660地区ガバナー立野純三様ようこそお越し下さいました。
こRACは会員増強が一番の課題です。Rotarianの皆様のご子
弟や社員の皆様をご紹介下さいますよう宜しくお願いします。

山本照彦 立野ガバナーようこそお越し下さいました。有難うございます。
今城 賢 3クラブ合同例会、賑やかで良いですね。

ガバナーをお迎えして。また先日は第一回淀マン会
ご参加有難うございました。

本日の合計(ニコニコ)

立野ガバナー公式訪問有難うございます。
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91,000円

2015年8月28日例会卓話

ガバナー公式訪問 講話
国際ロータリー第2660地区2015-16年度ガバナー

立野 純三 氏
（大阪RC）

皆さん、こんにちは。本年度２６６０地区ガバナーを務め
させて頂きます立野です。よろしくお願い致します。クラブ
訪問をさせて頂くにあたり、各クラブに合同例会の開催を
お願いしましたところ、本日は大阪淀川ロータリークラブ・
大阪東淀ちゃやまちロータリークラブ・新大阪ロータリーク
ラブの３ロータリーで合同例会を開催して頂き有難うござ
います。この３クラブには、何かと地区の事業運営にお世
話になっておりますことに感謝致します。本年は、大阪淀
川ロータリーより末松さんがローターアクト委員会副委員
長、大阪東淀ちゃやまちロータリーより磯田さんが青少年
合同委員長会議、青少年交換委員会委員長、危機管理
委員会、新大阪ロータリーより安井さんが地区研修委員
会、また松川さんにはガバナー補佐として私を全面的に
サポートして頂いており、感謝しております。
まず、最初にこの１月にアメリカ サンディエゴで開催され
ました国際協議会の初日の晩餐会で、ラビンドランＲＩ会長
が熱い思いで話されました本年度ＲＩ会長テーマを5分程
度にまとめました映像をご覧いただき、その後私が本年度
方針の中で７つの重点項目を掲げておりますが、その中か
ら３ロータリーに少しでもご参考になればと思う項目をお
話させていただきます。最後に、１２月４日・５日に開催さ
れます2660地区の地区大会のPRビデオをご覧頂きます。
ありがとうございました。皆さん、今ラビンドランＲＩ会長が
熱い思いで語られているビデオを見て頂きましたが、どの
様に感じられたでしょうか。本年度のRIテーマは「Be a gift
to the world 世界へのプレゼントになろう」2660地区の方
針は「変革を！ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）を！」です。
大阪淀川ロータリーの福井会長はクラブテーマを「Bright
Future 明るい未来」とされています。次年度大阪淀川RAC
が30周年を迎えるにあたり、提唱する親クラブとして力を蓄え
るために、クラブの力・・・即ち、会員増強に取り組み、クラブ
内での信頼と友情、そしてクラブ存続の為にも「四つのテス
ト」の精神を大切にしていきたいとおっしゃっています。
大阪東淀ちゃやまちロータリーの西埜会長はクラブテー
マを「楽しく明るいクラブ創りの実践を」とされ、方針として
クラブ戦略計画の実践を掲げられ、会員減少・会員の高
齢化の問題解決に取り組まれながら、他クラブとの統合
等引き続き模索すると言われています。
新大阪ロータリーの久富会長は、クラブ方針を「もっと汗
を流そう Let’s take action ourself」とされ、もっともっと

会員自らが動いて改革し、楽しめるクラブ運営をしていく
決意をされ、今年はクラブの自己改革の年とし、戦略計画
委員会を立ち上げて、５年先１０年先のクラブのあるべき
姿を明確にし、汗を流していくと言われています。
３ロータリーは本年度スタートされて、既に2ヵ月近くたっ
ています。それぞれのクラブの委員会が本年度の計画を
実行すべく動いておられます。それに対して私がとやかく
言うべきではありませんし、またロータリーの主体はあくまで
クラブです。各クラブが自主的にクラブを運営して、いかに
会員の皆さんがクラブライフを楽しむかが大切だと思ってお
ります。しかし、本日はガバナーとして訪問をさせて頂い
ておりますし、何も申し上げずに帰る訳にも参りませんの
で、本年度私が重要項目として掲げている中から、2～3
項目についてお話をさせて頂きたいと思います。そして、
皆さんに少しでも参考にしていただけるような点があれば
幸いです。本年私は地区方針の具体的事項として、戦略
計画委員会を各クラブに発足して欲しいとお願いをして
います。もちろん、各クラブによって重点テーマは違うと思
いますが、３ロータリーは比較的、会員増強、会員維持、会
員の質を重点テーマに考えられているのではないかと思い
ますので、このテーマで少しお話をさえていただきたいと
思います。このテーマは、組織を運営していく上で、非常
に重要であり、見逃すことが出来ないテーマだと思います。
ロータリーは単年度制で、毎年RI会長テーマ、地区ガバ
ナー方針、クラブ方針がその年毎に変わり継続性があり
ません。私の出身クラブは、昨年戦略計画委員会を立ち
上げ、この５月に全会員に対して「大阪ロータリーの適切
な会員数は?」「クラブの未来はどうあるべきか?」「クラブライ
フは満足しているか」等のテーマでアンケートを取りました。
回収率は約70％くらいでした。このアンケートを基に、どの
テーマで大阪ロータリーの中長期計画を立て、クラブを変革
していくか検討しております。
これを企業に置き換えてみますと、戦略計画委員会は経
営企画室ではないかと思います。企業では、中長期の成
長戦略を作成するのは当たり前ではないでしょうか。どのよう
に売上げ、利益を上げるのか、新製品開発はどうするの
か、その為の資金をどう調達するか、国内外の事業展開を
どうするのか等多岐に渡って計画を立て、進捗状況を
チェックしながら、確実に実行していかなければ企業の明
日はないと思います。（次ページに続く）
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私が大阪ロータリーに入会させて頂いた26年前といいま
すと、一業種一名、会員は業界を代表するような人達で、
私より年齢が上の方ばかりでした。もちろん入会して仲間
にしていただくことは嬉しかったし、誇りにさえ感じました。
その当時感じた事は、全会員が年齢に関係なくロータリー
に対する共通の価値観と情熱をもっていることを知り
「すごいことだな」と思いました。そして、ロータリーに対す
るステータスが今よりもあったと思います。また、私が大阪
ロータリーで、幹事を務めさせて頂いた20年前は、クラブ
の会員数は320名程、地区は5700名程おられたと記憶し
ております。現在、大阪ロータリーの会員数は260名程度、
地区は3600名弱まで減っています。ここで入会を促進す
る取り組みにおいて重要となるのは、ロータリーのDNAを
大切に考えることだと思います。DNAとは、決して変わら
ないロータリーに対する価値観、優先事項（出席率、財団
寄付等）奉仕への献身を絶対に忘れない事だと思います。
時代に即するために妥協して、大切なロータリーのDNA
をあっさりと捨ててしまうと組織は長続きしません。変えて
はならないところを変えてしまい、信じる土台がなくなれば
組織の存在価値はなくなります。一方、時代の変化と共に
変えなければならないところもあると思います。ゼネラル・エ
レクトリック社の変革に取り組み、世界的視野をもつ収益性
の高い組織に変えた、20世紀における最も優れた経営者
ジャック・ウェルチは「組織は内部の変化が外部の変化に
ついていけなくなった時、終わりはすぐそこに来ている」と
述べています。変化や革新は年齢に関係なくフレッシュな
視点を持った人から生まれるものであり、こうした人こそクラ
ブにとって最も貴重な資産だと思います。
あるロータリーの小冊子に書かれていた文章ですが『ロー
タリーの目的は有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓
吹し、これを育成することにある。ロータリークラブは実業家
及び専門職業人のクラブです。仕事のない人は会員にな
れない建前です。どんな職業でも仕事でも、たいがい他人
の役に立っています。他人の役に立たないようなものは有
益な職業ではありません』と書かれていました。また、ラビン
ドランＲＩ会長が先程のスピーチの中でも言っておられまし
たが『当組織を形づくった基礎に立ち返る方法を見つける
必要がある。それは人生のあらゆる場での高い倫理基準、
そして各クラブの会員の多様性をもたらす職業分類です。
しかしこれらは会員増強の足を引っぱる障害にすぎないと
みられる。しかし、これらはロータリーの成功に欠かせない
要素であり、なおざりにすれば自らの存在を危うくする』と
言っています。クラブが内外からみて魅力があり、活気があ
り、楽しければ、おのずと人は集まってくると思います。会員
の増強と質を維持するのは相反する部分があると思います
が、ロータリーの原点である親睦と奉仕の融合の場によって、
ロータリー精神を学び、他人に対して思いやりの心、助け合
いの心を養うことによって両立できると思っています。

次に３ロータリーそれぞれが独自に素晴らしい社会奉仕、
国際奉仕に取り組んでおられ、また新しい事業に挑戦をし
ようと考えておられます。すでに何度かお話をしております
が、私の国際奉仕の原点となります経験をお話させていた
だきたいと思います。私は大阪青年会議所時代に、国際
婦人福祉連盟の有志の方々のご協力によって、世界的Ｎ
ＧＯ団体のセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの 設立に携
わり、１８年間にわたりこの団体の理事長を務めさせていた
だきました。セーブ・ザ・チルドレンと申しましても、ご存じな
い方も多いと思いますので簡単に概略をご説明させて頂き
ます。１９１４年 第一次世界大戦で両親や家を失ったヨー
ロッパの悲惨な状況にあった子供達をみかねたイギリスの
エブランタイン・ジョブ女史が、これらの恵まれない子供達
を救うことを目的として始めた団体です。ヨーロッパやアメリ
カでは有名な団体で信頼されています。今、世界で５０ヶ
国が加盟をして世界各地で活躍しています。なぜ私が１８
年間もこの団体のお手伝いが出来たのかと言いますと、最
初にフィリピン ギマラス島にお金の寄付をして村中の人と
一緒に小学校を建設しました。その小学校の竣工式に出
席をした時、村中の人達から熱烈な歓迎を受けた事と、何
よりもその学校を使用する子供達の素晴らしい笑顔がとて
も印象的で、セーブ・ザ・チルドレンの活動を続けられた
一番の要因でした。まさに「百聞は一見にしかず」、現地に
足を運び経験をすることだと思います。
皆さんも、今迄ロータリー財団に多くの寄付をされている
と思いますが、頂いたご寄付はすべてグローバル補助金・
地区補助金等として、海外の医療関係の改善、子供達の
栄養改善、教育環境の改善、震災復興への取り組み等に
活用されています。ぜひ、３ロータリーの皆さんにも、それ
ぞれのクラブが取組んでおられる社会奉仕や国際奉仕に
一人でも多くの方に関わりを持っていただき、活動して頂き
たいとおもいます。きっと爽やかな感動を味わうことが出来
ると思いますし、クラブの活性化にはこの上ないミッションに
なることは間違いないと考えます。そしてこれらの奉仕活動
のエネルギー、原資となるロータリー財団への寄付に、ご
理解を頂きご協力をお願い致します。また、３クラブ合同例
会を契機に、今後は奉仕活動も合同で実施される方向で
ご検討を頂くのもよい機会ではないかと思っております。
次に、会員研修についてお話をさせて頂きます。３ロータ
リーは新入会員の育成と全会員のサポートとして、研修を
実施していかれるつもりです。大阪ロータリーは、新入会員
が入会する時に、情報委員会でロータリーに対する心構え
やロータリーとは何かを一通り説明をしますが、その後は例
会や奉仕の場で先輩ロータリアンが支援をしています。
すなわちＯＪＴでロータリーを学んでいきます。
これは、うまい例えではないかもしれませんが、現在、日本
で最も注目されているトップアスリートと言えば、テニスプ
レーヤーの錦織 圭選手だと思います。（次ページに続く）
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彼の急激な成長を促したのが、昨年からコーチ陣に加わった
マイケル・チャンの力です。彼は錦織選手の元来の素質を
開花させ、世界のトッププレーヤーの一員に引き上げた手腕
は誰もが認める所です。マイケル・チャンの役目をする委員
会が存在しないクラブはぜひ設立して頂くようお願いします。
新しく入って来られた会員の方に「鉄は熱いうちに打て」
のことわざの通り、早い時期にクラブに慣れて頂く為にも、
ロータリーとは何か、ロータリーの魅力や楽しさを理解して
もらう等の研修を行われることは素晴らしいことだと思いま
すし、退会防止にもつながると思います。この点において
何かお困りのことがあるようでしたらぜひ地区研修委員会
にご相談をいただければと思います。
最後に、もう一つのお願いがＩＴです。RIは大きく変わり、
ITを活用しなければなりません。RIに対する要望や申請な
どは、全てＩＴを利用しなければなりません。マイ・ロータリー
に自らが登録していただく必要があり、登録をしていただく
と、ウェブサイトから、自クラブの活動内容が確認出来たり、
会員コーナーでは、「元気なクラブ作りのために」や「会員
増強ガイド」など、充実したクラブづくりに役立つさまざまな
リソースをダウンロードできます。ロータリー・クラブ・セントラ
ルやその他オンライン・ツールを利用して、ＲＩの内容や
ロータリーの動きが理解でき、きっとロータリー活動が楽しく
なると思います。私もそうですが、皆さんの中にも、ＩＴを扱う
のが厳しい年齢の方もおられると思いますが、ぜひトライし
て下さい。この７月１日から、ロータリーメンバーには新しい
会員プログラム「ロータリー・グローバル・リワード」が始まり
ました。パソコン・スマートフォン・タブレット端末から利用

できる新しいプログラムです。このプログラムを利用すれ
ば、世界各地でレンタカー、ホテル、レストラン等の割引を
受けることが出来ます。ただし、割引を利用できるのは、繰
り返しますが、マイ・ロータリーに登録した会員のみとなりま
すので、ぜひ登録をして活用して下さい。もしわからないこ
とがあれば、地区広報委員会に問い合わせをいただけれ
ば、ご説明をさせていただきます。
それでは最後に、12月4日・5日に開催されます２６６０地区
地区大会のＰＲビデオをご覧ください。
今回は従来の地区大会と違って、少し変則的な開催となり
ます。一日目は、ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会から始ま
り、晩餐会はリーガロイヤルホテルの宮川シェフが大阪産
の旬の食材を使いおもてなしをさせていただきます。
二日目は、１１時から世界的に活躍する若きアーティストの
ヴァイオリニスト庄司 紗矢香さんとピアニスト小菅 優さん
の「夢のデュオ・コンサート」が開催されます。ぜひロータリ
アンの皆さんをはじめ、お子さん、お孫さん、ローターアク
ト、インターアクト、ご友人の方々、多くの方に素晴らしい演
奏をお聞きいただきたいと思っております。
メインの特別シンポジウムは“究極の職業奉仕”「関西発の
イノベーション―最先端研究から創薬へ」のタイトルで、大
阪大学 岸本名誉教授、京都大学 本庶名誉教授、お二
人による基調講演を開催致します。どうか、ふるってご参加
いただきますようお願い申し上げます。
最後に、大阪淀川ロータリー・大阪東淀ちゃやまちロータ
リー・新大阪ロータリーの益々の繁栄を祈念しまして、公
式訪問を終わらせて頂きます。有難うございました。-終-

◇国際ロータリー第2660地区 2015～16度地区大会開催のご案内と参加のお願い
□地区大会第1日目 / 2015年12月4日(金) 於：リーガロイヤルホテル 3Ｆ光琳の間
18：30-21：00（17:30受付開始） ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会（別途登録料：お一人20,000円）
□地区大会第2日目本会議/2015年12月5日（土）於：大阪国際会議場5Fメインホール(開場午前10時30分)
11：00-12：00(予定)“夢のデュオ・コンサート”庄司紗矢香(ヴァイオリン)＆小菅優(ピアノ) (開場10:30 、開演11:00)＊コンサート中の入場は不可。
♪ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第５番「春」 ♪シューマン/リスト編：「献呈」（ソロ） ♪ショパン：バラード第４番（ソロ） ♪エルガー：愛のあいさつ ♪バルトーク：ルーマニア民俗舞曲
12：00～(予定)休憩◆「吉兆謹製のちらしずし」をご用意。コンサート終了後、休憩時間内に、会場内にてお召し上がり下さい。（※但し、お弁当の引き換えは12:30まで）
13:15～15：00(予定) 式 典
15：00-16：40(予定) 特別シンポジウム“究極の職業奉仕”「関西発の医療イノベーション－最先端研究から創薬へ」
基調講演①大阪大学名誉教授 岸本忠三
基調講演②京都大学名誉教授 本庶 佑
司会：本田孔士、宮原秀夫
16：45-17：30(予定) 式 典 ・ 閉 会

◇2015-2016年度ＩＭ第6組ロータリーデー開催のお知らせ
開催日時
開催場所

２０１５年１１月２１日（土曜日）１３：００～（１２：３０登録開始）
コングレコンベンションセンターホールＡ（グランフロント大阪北館Ｂ２Ｆ）大阪市北区大深町３－１グランフロント大阪内

テーマ

『拉致問題から見える日本の姿』 ※本ロータリーデーは、オープン参加（ご家族、ご友人のご参加可）

◇秋の上級ライラ・実施要領（青少年の持つ指導者としての資質を啓発すると共にその知識と技術の向上に役立つためのものです。）
【 研 修 日 程 】 2015年10月10日㈯、11日㈰、12日㈪㈷ 2泊3日 【研 修 場 所 】 六甲山YMCA
【開 講 式 】 2015年10月10日㈯ 14:00（予定）
【参 加 対 象 】 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区内各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの推薦による18歳から30歳までの青年男女、かつ初級ライラを修了している事。【定員】15名
-5-

◇CLUB通信
★第1回友好ゴルフ開催 2015年9月20日㈰7時25分ｽﾀｰﾄ

★2015年度 第36回大輪ゴルフ会開催のご案内
ホストクラブの大阪北RCから下記の通り案内が参りましたの

場所:瀬田ゴルフクラブ 北コース

て報告致します。

競技:18ﾎｰﾙダブルペリア方式

記

会費:10,000円(ﾌﾟﾚｰﾌｨ―は各自でご精算下さい。)
申込期日:8月28日㈮でしたが、まだ受付けております。ご参加下さい。

日時：2015年11月10日㈫
場所：茨木カンツリー倶楽部 茨木市大字中穂積２５番地℡０７２-６２５-１６６１

★ 宝塚歌劇観劇家族会および第２回淀マン会開催

スタート：8時48分 東・西コース OUT／IN同時スタート8分間隔

観劇は20席限定とさせて頂きますが、淀マン会の人数制限は

競技：１８Ｈ ダブルぺリア方式

ございません。淀マン会のみご参加、また観劇のみのご参加でも

東・西 団体戦(上位3名) 個人戦 （コース別優勝 各1チーム／各1名）

結構です。ご家族様もふくめ、多数のご参加をお願いします。

(西コース・東コースの選択は抽選により当ホストクラブで決定させて頂きます。)

日時

2015年10月24日㈯14:30 宝塚大劇場改札口集合

プレー代:27,926円（グリーンフィー、キャディフィー、諸税込み）

演目

新源氏物語

昼食代、コース売店、ハウス売店、練習場他は別途個別払い

15:00開演

参加費用：10,000円

淀マン会（18:30開宴予定）
場所 「明月記」宝塚市雲雀丘山手2-10-11 ℡ 072-757-3411
大劇場から専用バス有・淀マン会のみの方は直接お越しください
専用バスにてＪＲ川西池田駅 経由 阪急川西能勢口駅にて解散
会費

ＲＣ10,000円 ＲＡＣ5,000円（当日会場にご持参下さい）
観劇チケット代は別途実費

回答期日 9月25日(金)までにご回答ください。

★第15回骨髄バンク＆さい帯血バンク支援チャリテｨーゴルフ大会
日時 2015年11月23日㈪㈷8時49分ｽﾀｰﾄ(予定)
場所 有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース
神戸市北区淡河町北町571 ℡ 078-958-0121
会費 30,000円(プレイフィー、パーティー代、チャリティー分含む)
会費は当日ご持参頂いても結構です。
お申し込みは大阪淀川RC事務局へお願い致します。

★ 大阪淀川RC・大阪淀川RAC合同夜間例会
日時 2015年9月１8日㈮18:30受付開始

★ 昨年度（2014-15年度）各委員会活動報告書提出のお願い

19:00～19:40 点鐘(例会開始)、ソング、出席報告、卓話
19:40～20:50 懇親会、「会長の時間 RC、RAC」
20:50～21:00 青少年奉仕委員長挨拶、点鐘(例会終了)
場所

ホテルグランヴィア大阪20階 「孔雀の間」

会費

１２，０００円(当日ご持参ください。)

その他

昨年度各委員会活動報告書の提出期限は2015年7月
24日㈮でしたが、未提出の場合は至急、事務局までご提出
くださいますようお願い致します。
★ 国際Rotary為替rate2015年9月 ＄1 =124円

９月4日㈮例会終了時までにご回答下さい。
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