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第1736回例会　令和元年6月24日
卓話
　一年間の総括
　　大藤　辰弘 会長
　次年度活動方針
　　橋本　徹也 会長エレクト

今週の歌

「我等の生業」

前回内容

会長挨拶	 大藤会長

皆さん今晩は。ご承知のとおり、日曜日は大変な一
日でした。榎原幹事とも相談しましたが、本日、12時
までに犯人が捕まらない場合は、休会としましょうと
しておりました。でも、無事に逮捕され安堵しまし
た。また、当クラブは、吹田警察の方々とは縁が深
く、古瀬巡査の安否が大変心配でした。現在も予断は
許されない状態ですが、一命は取り留めたとの事。本
当に良かったと思いました。
今回の件で心配ごとというか、情けない現状という
か、二つ感じたことがあります。顔の見えない意見が
怖いのとマスコミに思いやりのある人がいないのか、
ということです。
日曜日のネット掲示板では、犯人への憤りを述べる
人が多かったですが、刺された古瀬巡査への批判が多
かったことに憤りを感じました。又、テレビ番組で、
ある芸人の方が、古瀬巡査の安否は一つも気にしない
中、大阪府警の以前の出来事を話し、大阪府警の悪口
を言ってました。色々あったことは皆さんもご存じで
しょうが、警察官の方は命を懸けて一所懸命に仕事と
向き合っておられます。やはり、平和のために日々務
めておられる警察官の方の安否も心配しないとは、同
じ日本人として恥ずかしく思いました。何時から、非
難は大きい声で言うが、人の心配は後回しにするよう
な国になったのでしょうか。誰一人として、今、その
ことをいう時ではないと、何故注意する人がいなかっ

たのは、大変残念でした。
さて、先週、榎原幹事と高槻RCの65周年のパー
ティーに行って参りました。盛大で色々な趣向を凝ら
した内容で、当クラブの40周年に役立つのではないか
と思いました。
本当でしたら、本日はそのお話しをしたかったので
すが、又の機会にお話しさせていただければと存じま
す。

幹事報告	 榎原幹事

◇�吹田RC畳谷久仁子会長より『RI100周年記念事業
（北摂 5 RC共同事業平成18年04月）として片山ポ
ケットパークに植樹されその後伐採された、エドヒ
ガン桜再植樹の件』の連絡がありましたので、回覧
します。
◇�次週は最後の例会になりますのでアルコール例会に
します。
◇ 6月21日は新旧役員懇親会を行います。

出席報告	 出席委員会　宮川委員

●会　員　数　49名　　出席会員数　39名
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　86.67％
● 6月 3日の出席率（メーキャップ含む）100％

研修情報・規定委員会	 青木委員長

本日例会終了後、事務局にて新会員レクチャーを開
催します。
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ロータリー親睦活動月間

第1737回　例会予告 令和元年7月1日

卓話
　新年度挨拶
　　橋本　徹也 会長 杦本　日出夫 副会長
　　村井　正雄 SAA
　本年度主要行事予定 堀　豊 幹事



次年度クラブ奉仕委員会
	 橋本（芳）次年度委員長

第 1回クラブ奉仕委員会会議を 6月 3日開催致しま
した。短い時間でしたが濃い内容のお話ができ、 7月
1日の例会において良いスタートが切れそうです。ご
参加頂いた皆様、ありがとうございました。
それと、 7月26日（金）に炉辺談話を行います。詳細
は後日発表致しますが、スケジュールの調整をお願い
致します。

次年度社会奉仕委員会
	 清水（良）次年度委員長

まず、 7月 1日（月）当クラブ主催のクリーンデイを
行います。午前 7 時30分、江坂東急REIホテルの東急
ハンズ側の入口前集合です。
そして、クリーンデイ活動に引き続き、当クラブが
設置するポリオ撲滅に関する看板の除幕式を行いま
す。クリーンデイ活動後、そのまま、江坂公園に移動
して除幕式を行いますので、是非とも、多くの皆様の
ご参加をお願いします。
次に、 7月 5日（金）午前 7時45分～ 8時15分にかけ
て、「社会を明るくする運動」として、ティッシュ配
布啓発活動を行いますので、参加可能な方は、江坂駅
の大同生命ビル前に集合して下さい。
最後に、 7月 7日（日）豊津西地区青少年対策委員会
主催の「クリーンエサカ」（ゴミ収集・美化活動）が開
催されます。当クラブも協賛していますので、多くの
方のご参加をお願いします。午前10時、豊津西中学校
のグラウンド集合です。よろしくお願いします。

次年度幹事報告	 堀次年度幹事

本日例会終了後、次年度理事会を開催致します。

ゴルフ同好会	 榎原会員

次年度の第 1回橋本会長杯ゴルフコンペを、 9月 4
日（水）茨木高原カンツリー倶楽部で開催致します。
尚、詳細はポストに入れていますのでご確認くださ
い。奮ってご参加の程、宜しくお願い致します。

由上会員より

弊社物件のテナントにイタリア料理店「コディー
ノ」が 7 月にオープン致します。オーナーシェフの
山本寛之氏はピッツァワールドカップ連続優勝と言う
経歴をお持ちです。 7 月 9 日（火）に、日頃お世話に
なっております皆様をご招待させて頂きたくご案内い
たします。ご希望の時間帯の回覧を回しておりますの
で宜しくお願い致します。

ニコニコ箱	 清水（大）副SAA

●郷上会員　誕生日のお祝い有難うございます。
●新井会員　無断欠席のお詫び。
●尾家会員　お蔭様で、41年間無事故無違反運転です。
●青木会員　本日の新入会員レクチャー、よろしくお
願い致します。
●荻田会員　本日は、本田理事にかわり青少年奉仕の
活動報告をします。よろしくお願いします。
●髙木会員　昨日の事件は大変な事でした。皆様無事
でほっとされた事でしょう。（犯人はつかまりまし
たね）
●本田会員　荻田パスト会長、宜しくお願いします。
●橋本（幸）会員　大きな事件で地域は不安になりまし
た。犯人確保に一安心ですが、子ども達の心は痛ん
でいます。重体の警察官の復活を祈念します。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 29,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 1,451,000円
　　　　　　　　累計のニコニコB� 6,500円

地区委員の活動報告
� 地区社会奉仕委員会　矢倉　昌子�委員

1 ．地区社会奉仕委員会の役割と責務
ロータリー章典17.030.3.のDには、10個ほど記載が
ありますが、主なものを取り上げます。
⑴　�クラブ社会奉仕委員長が責務を遂行するのを奨
励、援助する。

⑵　他の地区委員会との委員間交流を密にする。
⑶　�アイディアを交換し、プロジェクトを推進する
ために、地区大会や地区研修・協議会その他の
会合と付随して、地区レベルでのクラブ社会奉
仕委員長の会合を組織する。

⑷　�成果を上げた社会奉仕プロジェクトについて話
し、クラブ・プロジェクトの強化に役立つロー
タリーのプログラムや協調事項に関する情報を
提供するために地区内クラブを訪問する。

⑸　�ガバナー月信で広報するために、クラブ社会奉
仕委員長に、成功を収めた社会奉仕プロジェク
トについて定期的に報告するよう要請する。さ
らに、出版物に掲載される可能性もあるので、
RIにも報告するよう要請する。

⑹　�地区やゾーンの会合で、優れた社会奉仕プロ
ジェクトを展示する。

2．年間活動
⑴　�2 か月に 1 回の委員会開催（於ガバナー事務
所）

⑵　�地区チーム研修セミナー（ 2月）への参加、委
員会別協議あり。

卓　　　話



⑶　地区研修・協議会（ 4月）への参加
⑷　年 2回（ 2月、 7月）の地区献血のPR
⑸　�クラブ社会奉仕・国際奉仕合同委員長会議（ 7
月）の企画・設営

⑹　社会奉仕委員会活動アンケート調査　

3．地区に出向して
榎原幹事の後を引き継ぎ、2018年 2 月から地区チー
ム研修セミナーから参加しています。委員会の後は毎
回懇親会があり、各クラブからの出向者との懇親が図
られています。先日は、ゴルフコンペもありました。
基本 3年で、委員から副委員長、委員長になられる
方がいますし、若手の会員の方が多いので、地区のこ
とを知りたい、出向したいという方がいましたら、一
番気軽に入りやすい委員会だと思いますので、ぜひお
知らせください。

各奉仕委員会　一年間の総括
� 社会奉仕委員会　紙谷　幸弘�理事

平成30年
7 月 8 日　クリーン江坂　雨天中止
8月 1日　クリーンデイ（RC主催）　14名
8 月28日　�無事故無違反チャレンジコンテスト　23名
8 月28日　献血運動（ビケンテクノ様にて）
　　　　　　受付者　40名　献血者　30名
　　　　　　�当クラブ参加者　10名　内献血者が 3名
9月26日　�迷惑駐車合同パトロール　 8名参加
10月 1 日　�クリーンデイ（江坂企業主催）　 7名
11月 1 日　クリーンデイ（RC主催）　10名
11月16日　�国際奉仕委員会と合同の炉辺談話　19名
11月26日　�交通安全キャンペーン（通行人に反射材の

配布）
平成31年
2 月 1 日　クリーンデイ（江坂企業主催）　 7名
3月 1日　クリーンデイ（RC主催）　16名
3 月22日　献血運動（ビケンテクノ様にて）
　　　　　　受付者　48名　献血者　43名
　　　　　　�当クラブ参加者 5名　内献血者が 2名
4月 1日　クリーンデイ（江坂企業主催）　 7名
令和元年
5月17日　迷惑駐車合同パトロール　10名

献血について　毎日1,100人以上の献血者が必要
以下の方は献血不可
・ 4週間以内に海外から帰国した方
・ 3日以内に出血を伴う歯科治療を受けた方
・ 1か月以内にピアスの穴をあけた方
・�6 か月以内に男性同士の性的接触・麻薬・覚せい剤

� クラブ奉仕委員会　阿部　吉秀�理事

大藤会長方針である、メーキャップのためのメー
キャップではなく、楽しい例会を目指します。

我がクラブの現状です。
2000年会員61名。2018年48名。13名減少です。最近
5年では入会11名、退会は10名の横ばいとなっていま
す。現在の年齢構成は80代 6 名、70代12名、60代13
名、50代13名、40代 3 名です。最高齢83歳、 1番若い
会員が44歳で、平均年齢が64.6歳です。ちなみに会員
加入平均年数は17.1年です。

それを踏まえて…クラブ奉仕委員会は、魅力のある
楽しい委員会を目指した結果、総括します。

●プログラム委員会【堀委員長】
健康・社会・経済・趣味など、会員の職業や生活に
おいて、関心を持っていただけそうなもの（他の理事
会メンバーにもご協力をお願いし、外部からの卓話の
回数を増やす等）を数多く構成することを目指します。
結果、外部卓話15回大変参考になりました。

●親睦活動委員会【瀬川委員長】
秋の親睦企画を設営する。
クリスマス、春の移動例会を設営する。
　�平成30年 9 月16日（日）　甲子園大会野球終了後
バーベキューを行った結果、会員17名、友人 5名、
子供 7名、今までにない親睦となりました。
　�平成30年12月22日（土）　クリスマス家族例会を行
います。
　�平成31年 4 月 6 日（土）　春の移動例会を行います。
SAAと連携を取りながら、例会及び来賓の受付を
行う。
各委員長と連携し、炉辺談話の運営をする。

●会員増強委員会【梶山委員長】
新規入会者 3人を目標とし、取引銀行・江坂企業協
議会に働きかけて、適任者を探す。結果 1 名、J.com
山下会員でした。

●出席委員会【河邊委員長】
出席率100％を継続する。
例会欠席時の連絡を午前中にお願いする。
メークアップ、情報をお知らせする。

●クラブ会報委員会【水谷委員長】
記録委員会と連携して、例会時の画像をホームペー
ジ上で掲載する。
通常はA 4 サイズ 2ページとするが、情報が多い時
などは 4ページにするなどして対応する。
印刷会社と良好な関係を築きスムーズな校正作業を
行う。
水谷委員長が転勤となり、途中から山下会員に引き



インスピレーションになろう

継ぎありがとうございました。

●記録（IT・広報含む）委員会【木下委員長】
例会等において、臨場感のある写真記録を行います。
会報に写真が掲載されない為、毎回例会時の写真記
録は、ホームページにあげ、掲示します。
音楽委員会と協力して、ロータリーソングのデジタ
ル化を進めます。
従来の充電式カメラから、タブレット端末を導入
し、事務局PCと連動させていきます。
マイロータリーの登録率を最低でも80％にします。

●研修情報・規定委員会【青木委員長】
クラブ定款・細則に関し会員の理解を深める。
情報集会（炉辺談話）や新入会員レクチャーの場で、
ロータリアンの義務（ 3大義務）の語などを行い、会
員の啓発につとめる。
R 1規定審議会の決定事項に沿って対応する。

●音楽委員会【木田委員長】
例会時に於いて、ロータリーの素晴らしさがわか
る、いろんなロータリーソングを斉唱していただき、
ロータリーソングを慣れ親しんでもらう。

� 職業奉仕委員会　橋本　幸治�理事

8 月25日に地区職業奉仕合同勉強会がありました。
その中で、最近のRI規定審議会の決定のいくつか
は、ロータリーの運営に関して、私達にいろんな見直
しを迫っていることのレクチャーを受けました。皆様
ご存知のとおり、大きく変わったのは、各クラブの裁
量による自由な運営が出来る部分が大幅に増えたこと
です。
例えば会員資格等についても、職業を持たない個人
も入会が可能となり、年齢等の条件も、各RCの裁量
によるものという極めて自由な運営が許される時代と
なりました。
このことは「ロータリーの樹」の考え方はロータ
リーの職業奉仕を理解する最も良い資料と考える地区
職業奉仕委員会の中でも、従来の日本のロータリーの
職業奉仕と、国際ロータリーの考える職業奉仕との間
に、見解のずれが生じてきたのではないかという議論
が、多く交わされるようになりました。まさに職業奉
仕は、ロータリーの根幹なのかという議論が今年の始
まりでした。
職業奉仕は人づくりであり、ロータリーの考える人
づくりは、自身の意識が変革する内なる人づくりと、
4 つのテストの創案者で1954－55RI会長のハーバー
ドテーラ氏によると人格者を育てることがロータリー

の大きな仕事であり大変な責任を持ち、世の中の役に
立つ有能な人物を育てる外なる人づくりがあります。
吹田西RCでは、出前授業と職場体験学習という形
で人づくりを実践しています。
出前授業は、学校のコマ数の問題から、出前授業に
対し消極的な学校が多く実行できませんでした。出前
授業の目標は、好奇心旺盛な子どもの「なぜ」に答え
る。子どもの云う「なぜ」の答えを自分で考えさせか
つ考える習慣を身につける手助けをするものなので、
次年度以降は実行していただければと考えます。
職場体験学習は、ロータリアンの自らの職場におい
て青少年に働くことの意義を理解させ、礼儀作法を教
え個人の将来に向けた希望を抱かせることを目的とし
ており、青木歯科医院　大阪北部ヤクルト販売　バ
リューネットワーク　カーブス　万水設備工業で実践
いただきました。
一年間活動して、改めて職業奉仕はロータリー活動
の根幹であると考えます。
奉仕の理念を研究する「内なる人づくり」と対外的
な奉仕活動の「外なる人づくり」の基本は『 4つのテ
スト』です。
職業奉仕は、自身の職業が『真実かどうか』『みんな
に公平か』『好意と友情を深めるか』『みんなのためにな
るかどうか』に照らし合わせながら行動することだと
いうことを総括として 1年間の活動報告とさせていた
だきます。

� 青少年奉仕委員会　荻田　倫也�委員

本日、本田委員長が、欠席ですので、代わりに発表
させていただきます。
本田委員長は、丁寧にまとめて下さっていますが、
時間の都合も有り、省略して発表させていただきます。
さきほど、橋本幸治会員からも発表がありました
が、 1月18日に職業奉仕部門との合同で、炉辺談話を
行い、皆様より活発な意見を頂戴しました。
2月26日には、木瀬部屋力士 8名を吹田第二小学校

に招聘し、全学年生徒との交流を行ないました。将来
を担う子どもたちにとって、忘れられない貴重な思い
出ができたのではと自負しております。木瀬部屋との
折衝に尽力下さった紙谷会員にはお礼申し上げます。
米山奨学会委員会ですが、清水大吾会員が委員長
で、 9月までイザラ・ナミさん、そして本年 4月から
サンダリさんを奨学生に迎えております。
青少年交換委員会は、西村会員が委員長で、 8月ま
でホストファミリー希望者はありませんでしたが、今
後、木下会員のご子息が2020－21年度で、派遣学生を
検討中とのことです。
以上、ご報告させていただきます。 1年間、ご協力
いただきありがとうございました。


