
第790回例会 通巻755号 

平成25年12月14日 2013-2014年度Ｎｏ.23 

第７９０回  ２０１３－２０１４年度  第２４回目 

１２月１４日 １９時３０分 

開会点鐘 会 長 中井 昭宏 

国歌斉唱 君が代 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱 奉仕の理想 

お客様紹介 親睦委員長 田辺 弘樹 

会長の時間 会 長  中井 昭宏 

幹事報告 幹 事 松田 香純 

クリスマスプログラム 

ニコニコ報告 副SAA 濱田 由美 

出席報告 副SAA 仲峯 豊 

閉会点鐘 会 長  中井 昭宏  

１２月の例会予定 

１４日（土） １９時３０分 ホテルニューオータニ 

クリスマス例会 

１９日（木） １８時３０分 魚太郎 堺店 

上半期報告会 

２２日（日） ４クラブ合同プロジェクト 

１０時～ 高野山 

２３日（月） ４クラブ合同プロジェクト 

１０時～ 初芝立命館中学高等学校 



 
 みなさん、おはようございます。本日は早朝より
青少年奉仕プロジェクトのご参加頂き誠にありがと
うございます。 
 
 子供達のために昨日より食材の買い出し、下ごし
らえ、機材の準備等、本当に感謝です。多くの子供
たちの笑顔が見れるように頑張りましょう。  
 
 今月は家族月間です。次回、14日はクリスマス例
会ですゲストに笑福亭 鶴笑さんが来ていただけま
す。今年最後の締めの大笑いができればと思ってい 
ます。また今回のプレゼント交換にはホテルニュー
オータニ大阪から食事券や二次会では数々の受賞歴
のあるバーテンダーから堺フェニックスカクテルを
皆様にどうぞ楽しみに、お越しください。 
 多くのロータリーファミリーと共に行事を盛り上 
げていきたいと思います。ご協力頂けますよう、よ
ろしくお願いします。 
 
 12月19日（木）の例会は上半期報告会です。理事
役員のみなさま報告をお願いいたします。 
 
 12月22日（日）、23日（月）は初芝立命館高校イ
ンターアクトと共にチェンライの子供たちと交流を 
します。22日は共に高野山に23日は初芝立命館高校
で新世代交流会を開催いたします。ぜひご協力下さ
い。 
 
 師走になり、インフルエンザが徐々に増えてきて
おります。みなさまお体ご自愛下さい 
 
 では沢山の子供たちの笑顔に出会えますよう、準
備に取り掛りましょう。本日は、よろしくお願いい
たします。 
 

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 回覧にて12月14日(土)はクリスマス例会 
 場所 ホテルニューオータニ大阪２F 
 時間 19：30 
 
 12月19日(木）上半期報告会です。理事役員の方
は上半期報告が出来るようご準備お願いいたしま 
す。会場は魚太郎 三国ヶ丘店です。詳しくは週
報の後半に記載しています。 
 
 12月26日、1月2日は例会はありません。間違え 
のないようにお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
例会変更 
 
堺泉ヶ丘ロータリークラブ 
 平成25年12月17日(火)例会は12月21日(土)スイ 
 スホテル南海大阪『クリスマス家族例会』 
 
堺東南ロータリークラブ 
 平成25年12月19(木)例会は同日18時からサンパ 
 レス『クリスマス家族例会』 
 平成25年12月26日(木)例会は定款第6条第1節に 
 より休会 
 
堺清陵ロータリークラブ 
 平成25年12月19日(木)例会は12月26日、岸和田 
 五風荘『忘年親睦家族会』 
 平成26年12月26日(木)例会は定款第6条第1節に 
 より休会 
 



 
ソフトボール教室参加の子ども達に 
        温かいの飲食物を提供して 
 
 当クラブ初めての炊き出し奉仕です。今後にも生
かせると思って、早朝から取り組みました。４00 
食の豚汁と温かい飲み物を用意しました。 
 
 子どもたちの喜びは、私たちの労苦をはるかに越
えていました。【美味しい！！】【大盛りでおかわ
り・・・4杯も】【うめぇ・・・】などなど、限り
がありません。赤ちゃんをベビーカーに乗せてこら
れたお母さんも、具材を離乳食代わりに食べさせて 
いました。 
 
 最後に、堺市長竹山さんにも召し上がっていただ
きました。「ロータリーはこんな奉仕もするんや」
と感激していただきました。もちろん「うまい！」 
でした。 
  
 大人も子どもも私たちも皆で寒い運動場での豚汁
は、最高のご馳走でした。ほっとなドリンクも好評
でした。大きなお鍋７つ５０リットルで２時間炊き 
込んだ豚汁は美味しくて何杯も頂けました。 
  
 具材の切り込み準備に担当してくださった、石田
さん、片岡さん、松本さん、内藤さん、濱田さん、
松田幹事、米田と４００食以上の前夜からの切り込
みは大変でしたが、一滴も残ることなく完食。万
歳！ そして早朝から洗い物やお手伝いに協力して
くださった中井会長、中井会長エレクト、宮前さん 
村尾さん、仲峯さん 酒井さん、ありがとうござい 
ました。 
  最後になりましたが、松田幹事さんの手作りイ 
チゴ大福、これは売れますねぇ。 
 





小野会員 
 

 ベストショット 



 

会長 中井 昭宏 会員 

本日は、みなさまのおかげで青少年奉仕プロジェク 

ト炊き出しが無事成功しました。子供たちのおいし 

かったの一言が一番。昨日、今日と準備から含めて 

本当にありがとうございました。 

 

幹事 松田 香純 会員 

朝早くからご参加頂きありがとうございました。 

12月は行事が大変多くなっております。ご協力よろ
しくお願いいたします。 

にこにこ報告 

在籍者   ３４名 出席者   ２０名 

出席計算会員３３名  欠席者   １３名 

出席免除会員 １名 
（小林） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ８２．３５％ 

出席率 
    ６０．６１％ 

欠席報告（12月8日） 

出席報告 

犬伏 幸代 療養のため  

山本 加容子 仕事のため 

猿田 槙男 仕事のため 

中田 聡 仕事のため 

吉住 哲洋 仕事のため 

上好 まゆみ 仕事のため 

仁木 順子 仕事のため 

山田 真樹 仕事のため  

中野 一郎 

田辺 弘樹 

河野 強 

片木 修 

吉川 美幸 

Make-up報告 

12月19日の例会 
魚太郎 うおたろう 三国ヶ丘店 
大阪府堺市堺区向陵西町４-3-9   
 072-228-3988 
 
参加費 3000円 

ＪＲ線/南海高野線 

「三国ヶ丘駅」北口より
交番の横のＪＲの高架
橋の道をまっすぐ行って
２～３分 



公認サンタクロースが仕事するお部屋を大公開 
Santa Claus House  

 
ホテルのロビーにサンタクロースハウスが出現！ 
 公認サンタクロースがメッセージを読んだり、プレゼントを
包んだり、クリスマスに向けて準備を行うお部屋がのぞけ
ます。 
 運が良ければ、サンタクロースに逢えるかもしれません！ 
 
 期間：2013年11月22日(金)～12月25日(水)  
 場所：1階アトリウムロビー 正面玄関前 

クリスマス "チャリティ" ツリー 
Christmas Charity Tree  

 

 ホテルニューオータニ大阪では、一昨年に発生いたしま
した東日本大震災で被災された方々に義援金をお届けす
ることを目的に、クリスマスの特別イベントのひとつとして
チャリティツリーをロビーに設置いたしております。 

 チャリティーにご賛同いただけるお客さまは、展示された
ツリーに飾られているオリジナルのオーナメント・ブローチ
と、皆さまの温かいお気持ちを任意で交換していただきま
す。 

JR環状線  
大阪城公園駅 徒歩３分 

阪神高速 東大阪線 
法円坂出口 車で１５分 

大阪城の近くだよ 

〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 TEL:06-6941-1111 

ホテル 



大観特別盆  チャイナオードブル 
  
蟹肉魚翅湯 タラバ蟹のフカヒレスープ 
  
干燒蝦仁 エビのチリソース 
  
香酥鶏 鶏の揚げ物 
  
東坡肉花巻 豚の角煮 花巻添え 
  
芙蓉海鮮 ホタテ イカの卵白煮込み 
  
荷葉米蒸飯 ハスの葉包み蒸しご飯 
  
杏仁豆腐 杏仁豆腐 

米湯 コーンスープ 
  
生汁炒蝦仁 エビのマヨネーズ和え 
  
酥炸鴛鴦 鶏と春巻きの揚げ物 
  
飲茶二品 飲茶二品 
  
東坡肉花巻 豚の角煮 花巻添え 
  
蟹肉炒蛋 蟹玉 
  
杏仁豆腐 杏仁豆腐 

チーフバーテンダー 坂本 久幸さんによるカクテル 
 

その名は   Sakai Phoenix 
                    ぜひご賞味下さい。 

笑福亭鶴笑 ＜しょうふくてい かくしょう＞ 
 
１９８４年、笑福亭松鶴に入門。 
 １９９０年ニューヨーク公演を皮切りに、バンコク・上海・ロンド

ン・スコットランド・サンフランシスコ・ハワイなど世界各国で、
毎年パフォーマンスやコメディーハウスに出演するなど、国際
派落語家として活躍。 
 １９９３年 「ＡＢＣ新人お笑いグランプリ優秀新人賞」受賞。 
 １９９５年、１ヶ月のオーストラリア公演を成功させ、その実績

が認められ１９９７年７月には、アメリカ・オクラホマ州立大学
で開かれた国際お笑い学会 (International Socieety for 
Humor Studies) に招待され、落語を熱演し、絶賛を浴びる。 
 １９９８年、ヨーロッパのハンガリー国際人形劇フェスティバル

に日本代表として招待され、パペット落語を披露。特別賞受
賞。１９９９年、福井県知事より「北近畿親善大使」に任命され
る。 
２００２年「シンガポールお笑い親善大使」を拝命。 
 ２００３年 芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。また、文化

庁の世界に日本文化を広げる「文化交流使」第一号に指名さ
れる。 
 ２００４年３月から渡英。ロンドンを中心に文化交流活動を開

始。文化交流活動の一環として、イギリス中の小学校、病院、
コミュニティーセンターなどで、英語で落語ワークショップを展
開。 
海外での大きな賞も多数受賞。 

スペシャルゲスト 

当クラブ、上好会員の 
         ご友人だそうです。  

After-party 

今回は特別にメニューを作って頂
きました。マンハッタン クレイン
の会場ですが、TAIKANENのコー
スをお楽しみ下さい。 

メインバー キャッスル  


