
卓　　話　クラブフォーラム
　　　　　　「クラブ戦略委員会の設置について」
今週の歌　「君が代」「奉仕の理想」

先週内容

会長挨拶 青木会長

第 1回クラブ訪問　ガバナー補佐ご挨拶

第 2660 地区第 2組ガバナー補佐　新井　清 様

　皆様、暑中お見舞い申し上げます。くれぐ
れもご自愛くださいませ。
さて、本日は、第１回新井ガバナー補佐訪問
日でございます。新井ガバナー補佐、今後と
もご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
クラブ戦略計画委員会についてのお話しもさ
れるかと存じます。
　今週 30 日 ( 木 ) からは、4 日間大船渡市に

おいて復興支援プロジェクトが始まります。
家村災害復興委員長以下、井伊会長エレクト・
渋谷副会長・阿部青少年奉仕委員長・榎原社
会奉仕委員長・紙谷地区ロータリー財団補助
金小委員会委員・木田地区国際奉仕副委員長・
木下親睦委員長・郷上社会奉仕副委員長・橋
本徹也職業奉仕委員長・髙木米山記念奨学会
委員長そして小生の総勢 12 名の参加者を得
ました。後ほど出発式が執り行われます。　
　
　そして来月は、会員増強・拡大月間です。
本日例会後の理事会で、会員増強に向け、「友
人招待例会の新設」につき協議したいと思っ
ています。これは先月 20 日 ( 土 ) に開催され
た会員増強セミナーにて紹介されました、池
田くれはＲＣ７名増強、大阪平野ＲＣ６名増
強という実績を生んだ抜群の破壊力を誇る効
果的な手法で、当クラブでもぜひとも試みて
はいかがかと思った次第です。以上です。あ
りがとうございました。

　吹田西ロータリークラブへの訪問は、ガバ
ナー補佐に就任してから８クラブ目となりま
すが、皆様のお顔を見て、少しほっとしてお
ります。色々なクラブに行き、吹田西クラブ
の新井ですと自己紹介しますと、「あの 100％

卓話　　「地獄について」　本田会員

（本日の原稿をお渡し下さい）
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出席のクラブですか？」さらには「100％出
席の秘訣は何ですか？」と尋ねられます。そ
のとき「当たり前のことを当たり前にしてい
るだけです。」と答えています。当吹田西ロー
タリークラブの誇るべき点だと思っておりま
す。
皆さんにもご心配をおかけしましたが、私事
ですが退院して一月となります。
　ガバナー補佐として申し上げることは、ガ
バナー方針に従い、各クラブが存在価値のあ
るクラブとしての活動を行っていただきたい
ということです。会員増強もそうですし、ク
ラブ戦略計画委員会の設置もそのひとつです。
どうぞ皆様、よろしくお願いします。

田中会長の「親睦・奉仕の行動から喜びを」
というテーマのもと、各理事・各委員長・各
委員の皆様方のご協力により、一年間を終え
ることができました。ありがとうございまし
た。

●主要行事
・2014 ～ 15 年度の為の地区協議会
　4月 19日　大阪国際会議場
・2014 ～ 15 年度　地区大会
　12 月 5 日～ 6 日　フェスティバルホール、
シェラトン都ホテル大阪
・簡仁一ガバナー補佐訪問
　7月 21日、10月 6日、6月 15日
・泉博朗ガバナー公式訪問

　10月 20日
・第 2組ＩＭホスト
　2015 年 3月 14日  ホテル阪急エキスポ
   　　　　　　　　　 パーク
・移動家族例会
　9月 1日　あべのハルカス
　12月 15日　新大阪江坂東急イン
　4月 6日　帝国ホテル大阪
　6月 1日　創立 35周年記念例会　
                     東急ＲＥＩホテル
・国際大会
　6月 7日～ 10日　サンパウロ（ブラジル）

●主なクラブアッセンブリーの実績　
　5月 19日　次年度理事委員長会議
　10月 6日　簡仁一ガバナー補佐訪問

●主なクラブフォーラムの実績
　9月 29日　国際奉仕について
　2月 16日　ＩＭ説明会
　4月 20日　ＤＬＰとガバナー補佐制度
　5月 11日　地区委員の活動について
　他に炉辺談話を４回行いました。

●その他　
　5月 23日、9月 12日、5月 22日 
                        12ＲＣ会長幹事会
　2月 15日　吹田江坂ＲＣ創立 25周年記念            
                        式典
　5月 30日　茨木ＲＣ創立 55周年記念式典

●総括
出席率は 100％を維持できましたが、会員数
は期初 47 名が期末には 46 名となりました。
新年度には橋本（幸）会員の入会があり、新
年度にはまた 47名に戻りました。

　ロータリー財団寄付目標
　＄150　→　6,900 ドル＋2,216.99
　ドル＝9,116.99 ドル（ポリオ）
　米山記念奨学会寄付目標
　￥30,000　→　￥1,290,000（特別寄付）
　　　　　　　　￥　235,000（普通寄付）
　ニコニコ箱目標
　150 万円　→　1,359,360 円

前年度より引き継ぎのクラブ定款・細則の改
定版を坂口委員長に引き継いでいただき作成
しました。
これで前年度事業報告を終わります。



幹事報告　 荻田幹事

東日本復興支援プロジェクト 家村会員

ゲスト　 親睦委員会　紙谷委員

　吹田西ロータリークラブへの訪問は、ガバ
ナー補佐に就任してから８クラブ目となりま
すが、皆様のお顔を見て、少しほっとしてお
ります。色々なクラブに行き、吹田西クラブ
の新井ですと自己紹介しますと、「あの 100％

出 席 報 告

●会　員　数 47名 ●来　　　客 0名
（新井ガバナー補佐は当クラブ会員）
●出席会員数 40名 ●本日の出席率  93.02％
●6月29日の出席率（メーキャップを含む） 100％ 

澤井副委員長

誕 生 御 祝 － 8 月

第 2660 地区ＩＭ第２組ガバナー補佐　
新井 清 様

◦第 1 回ガバナー補佐訪問として新井パスト
会長にお越し頂きました。　
◦東日本復興支援プロジェクト（7月 30 日～
8月 2日　盛岡訪問）の出発式を行います。
◦例会終了後、メイプルルームにおいて第 4
回理事会を行います。
◦本年度会員名簿をお配りしております。
◦次々週、8月 10 日は例会があります。例会
場所は 2階シャングリラになります。

7 月 30 日から 8 月 2 日の予定で、東日本復
興支援プロジェクトのため、盛岡に行ってま
いります。前回の訪問から、3 年程開いてお
りますが、この 12 名で訪問し奉仕と友好を
深めて参ります。皆様よろしくお願いします。

出席のクラブですか？」さらには「100％出
席の秘訣は何ですか？」と尋ねられます。そ
のとき「当たり前のことを当たり前にしてい
るだけです。」と答えています。当吹田西ロー
タリークラブの誇るべき点だと思っておりま
す。
皆さんにもご心配をおかけしましたが、私事
ですが退院して一月となります。
　ガバナー補佐として申し上げることは、ガ
バナー方針に従い、各クラブが存在価値のあ
るクラブとしての活動を行っていただきたい
ということです。会員増強もそうですし、ク
ラブ戦略計画委員会の設置もそのひとつです。
どうぞ皆様、よろしくお願いします。

会員
昭和 32 年 8月 14 日　荻田会員
昭和 33 年 8月 14 日　榎原会員
昭和 23 年 8月 20 日　髙木会員
昭和 13 年 8月 30 日　鈴木会員　　
　　　　　　　　　　　以上 4 名
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　　　　8月 8日　　村井会員夫人　
　　　　8月 9日　　辻会員夫人　　
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　他に炉辺談話を４回行いました。

●その他　
　5月 23日、9月 12日、5月 22日 
                        12ＲＣ会長幹事会
　2月 15日　吹田江坂ＲＣ創立 25周年記念            
                        式典
　5月 30日　茨木ＲＣ創立 55周年記念式典

●総括
出席率は 100％を維持できましたが、会員数
は期初 47 名が期末には 46 名となりました。
新年度には橋本（幸）会員の入会があり、新
年度にはまた 47名に戻りました。

　ロータリー財団寄付目標
　＄150　→　6,900 ドル＋2,216.99
　ドル＝9,116.99 ドル（ポリオ）
　米山記念奨学会寄付目標
　￥30,000　→　￥1,290,000（特別寄付）
　　　　　　　　￥　235,000（普通寄付）
　ニコニコ箱目標
　150 万円　→　1,359,360 円

前年度より引き継ぎのクラブ定款・細則の改
定版を坂口委員長に引き継いでいただき作成
しました。
これで前年度事業報告を終わります。



米山記念奨学会委員会 高木委員長

　7月 18 日に米山記念奨学会委員会の会合に
出席しました。米山 特別寄付のクラブ平均は
１名あたり 2 万 3 千円強とのことです。本日
は以下の方々から寄付をいただきました。
　新井ガバナー補佐、青木会長、小林会員、
鈴木会員、橋本（幸）会員、木田会員、本田会員、
堀会員（合計 8 名 16 万円）ありがとうござ
いました。

ロータリー財団委員会 大藤会員

　本日は以下の方々から寄付をいただきまし
た。
新井ガバナー補佐、鈴木会員、本田会員、堀
会員（合計 4名 64,480 円）

ＳＡＡ  小林ＳＡＡ

　毎月最終週は本日のように委員会別の配席
としています。この配席方法でテーブルの位
置だけを毎月変えていきますので、各委員会
のテーマについて議論していただければと思
います。

◆新井ガバナー補佐：皆様、暑中御見舞申し
上げます。瀧川様、エージシュートおめでと
うございました。今後もガンバッテください。
◆青木会長：新井ガバナー補佐をお迎えして。
◆荻田会員：新井ガバナー補佐をお迎えして。
本日は宜しくお願いします。
◆鈴木会員：新井ガバナー補佐をお迎えし
て！！
◆尾家会員：新井ガバナー補佐、ご指導よろ
しくお願いします。
◆宮川会員：新井ガバナー補佐、おつとめご
苦労様です。
◆小林会員：新井ＡＧをお迎えして。
◆河邊会員：新井ガバナー補佐、お疲れ様で
す。小川様、お手数をお掛けしました。
◆井伊会員：新井ガバナー補佐、よろしくお
願い致します。

ニコニコ箱 大藤副ＳＡＡ

１　新年度理事挨拶
　　　　　　　クラブ奉仕担当　伊藤理事

　本年度のクラブ奉仕理事を拝命致しました
伊藤でございます微力ではございますが、皆
様ご協力よろしくお願い致します。
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。

　我が吹田西ロータリークラブ青木会長の方
針テーマはロータリーの原点と言うべき「奉
仕を通じて親睦を」です。尚、クラブ奉仕活
動については「健康」をテーマに進めたいと
思います。
クラブ奉仕各委員会の方針・具体的計画
出席委員会　山岡委員長

◆郷上会員：新井ガバナー補佐をお迎えして。
◆杦本会員：新井ガバナー補佐、ご訪問あり
がとうございます。
◆木田会員：新井ガバナー補佐、今年一年よ
ろしくお願いします。
◆榎原会員：新井ガバナー補佐をお迎えして。
◆西村会員：新井ガバナー補佐をお迎えして。
◆瀬川会員：新井ガバナー補佐を激励して。
◆中堀会員：暑さに負けないよう！
◆長屋会員：暑中御見舞申し上げます。
　本日までのニコニコ箱　118,000 円
　本日のニコニコ箱　　　  53,000 円
　累計のニコニコ箱　　　171,000 円

・出席率１００％継続
・例会欠席時の連絡を必ず正午までに入れる
クラブ会報委員会　堀委員長
・会長方針のもと、読んで楽しい会報づくり
・予算は抑えながら情報量を増やし外部へク
ラブの良さを伝える
親睦活動委員会　木下委員長
・会員ならびに家族が全員参加型のパーティー
へ
・例会が待ち遠しくなるような明るい雰囲気
づくり
・クラブ担当理事 SAA と綿密な連携をとりな
がらの活動
会員増強委員会　尾家委員長
・ロータリークラブ活性化は会員増強に起因
する、従って純増１名だけでも増員する
・女性会員の増員
プログラム委員会　長屋委員長
・楽しいクラブとなる様、毎週の卓話を充実
する
・会長方針で特に「健康」にまつわる、或い
は関連する卓話を出来る限り行いたい
記録委員会　坂口委員長
・もっと使いやすいホームページを検討する
・見栄え、操作性の向上、保守性の向上など
研修情報・規定委員会　石崎委員長
・クラブ定款・細則に関し会員の理解を深め、
RI 規定審議会の変革情報を速やかに伝える
・新入会員への研修会の開催
・RI 規定審議会の決定事項に対応を行ってい
く
音楽委員会　杦本委員長
・音源の CD化
・操作性を向上させるため CD化
新たに「戦略計画委員会」の設置について地
区からの要請もあり、前向きに検討するにあ
たり、クラブフォーラムも開催されます。
「健康⇒楽しいクラブ⇒奉仕を通じて親睦を⇒
変革を！ロータリー活動を通じて奉仕（プレ
ゼント）を！」になると考えます。
最後にクラブ奉仕の役割は企業組織でいう管
理部門をいう位置づけです。バランス感覚を
持ってクラブ運営を進めたいと思います。１
年間宜しくお願い致します。



　我が吹田西ロータリークラブ青木会長の方
針テーマはロータリーの原点と言うべき「奉
仕を通じて親睦を」です。尚、クラブ奉仕活
動については「健康」をテーマに進めたいと
思います。
クラブ奉仕各委員会の方針・具体的計画
出席委員会　山岡委員長

今期、青少年奉仕理事を担当させていただく
ことになりました。
１）青少年
青少年とはロータリー家族の最も若い世代の
人々を指し、青少年や子どもたちを対象とし
たプログラムの参加者です。（インターアクト・
ローターアクト・ＲＹＬＡ・青少年交換）
２）連携
奉仕の第五部門となった青少年奉仕は、職業
奉仕・国際奉仕・社会奉仕プロジェクトにお
ける青少年や子どもたちの参加を促進してい
く。（職業奉仕・国際奉仕・社会奉仕プロジェ
クトとの連携が重要）
３）増強
　　青少年や若者とのつながりをもつことに
より、会員候補者の育成・若いパワーや新鮮
な考え方を取り入れる。これは未来への投資
にもつながることとなる。

①吹田ローターアクトとの連携・・・・・・
合同例会など
②ＲＹＬＡへの参加・・・・・・ビケンテク
ノ様にお願い
③ニコニコキャンプへの支援・・・・・・会
員メンバーの子ども・孫
④米山奨学生との交流・・・・・・移動家族
例会への参加
『青少年奉仕委員会の事業計画』
名称：大相撲　豊津場所
昨年も豊津第二小学校で実施した大相撲豊津
場所を、今年も継続してやっていきたい。豊一・
豊二・大池の各小学校一年生を対象とし、一
年生は全員見学できる機会を作り、それを継

2　新年度理事挨拶
　　　　　　　青少年奉仕担当　阿部理事
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・会長方針のもと、読んで楽しい会報づくり
・予算は抑えながら情報量を増やし外部へク
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へ
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会員増強委員会　尾家委員長
・ロータリークラブ活性化は会員増強に起因
する、従って純増１名だけでも増員する
・女性会員の増員
プログラム委員会　長屋委員長
・楽しいクラブとなる様、毎週の卓話を充実
する
・会長方針で特に「健康」にまつわる、或い
は関連する卓話を出来る限り行いたい
記録委員会　坂口委員長
・もっと使いやすいホームページを検討する
・見栄え、操作性の向上、保守性の向上など
研修情報・規定委員会　石崎委員長
・クラブ定款・細則に関し会員の理解を深め、
RI 規定審議会の変革情報を速やかに伝える
・新入会員への研修会の開催
・RI 規定審議会の決定事項に対応を行ってい
く
音楽委員会　杦本委員長
・音源の CD化
・操作性を向上させるため CD化
新たに「戦略計画委員会」の設置について地
区からの要請もあり、前向きに検討するにあ
たり、クラブフォーラムも開催されます。
「健康⇒楽しいクラブ⇒奉仕を通じて親睦を⇒
変革を！ロータリー活動を通じて奉仕（プレ
ゼント）を！」になると考えます。
最後にクラブ奉仕の役割は企業組織でいう管
理部門をいう位置づけです。バランス感覚を
持ってクラブ運営を進めたいと思います。１
年間宜しくお願い致します。



Ａ【一般会計】　
収入の部　前年度繰越金に、年会費 47 名分
14,100,000 円その他を加えて 16,252,465 円
計上しています。
支出の部　分担金、例会費、クラブ奉仕活動費、
ＳＡＡ、事務局費、周年積立金、地区大会登
録 料、ポ リ オ、予 備 費、次 年 度 繰 越 金
1,059,300 円を加えまして 16,252,465 円と
なっています。
Ｂ【別途会計】
収入の部　前年度繰越金にニコニコ収入
1,359,360 円その他を加えて 6,830,447 円と
なっています。
支出の部　社会奉仕活動費、国際奉仕活動費、
新世代奉仕活動費に次年度繰越金 5,563,889
円を加えまして6,830,447円となっています。
国際奉仕の 362,356 円のうち 340,000 円は
タイのナコンパノムの費用です。
Ｃ【積立会計】
収入の部　前年度繰越金に本年度積立金、受

田中会長の「親睦・奉仕の行動から喜びを」
というテーマのもと、各理事・各委員長・各
委員の皆様方のご協力により、一年間を終え
ることができました。ありがとうございまし
た。

●主要行事
・2014 ～ 15 年度の為の地区協議会
　4月 19日　大阪国際会議場
・2014 ～ 15 年度　地区大会
　12 月 5 日～ 6 日　フェスティバルホール、
シェラトン都ホテル大阪
・簡仁一ガバナー補佐訪問
　7月 21日、10月 6日、6月 15日
・泉博朗ガバナー公式訪問

３　前年度決算報告　
　　　　　　　　　　　　　瀬川直前会計

監査報告として、事務局にて証票及び諸帳簿
を監査致しましたところ、全て適正にして且
つ正確であることを確認致しました。

４　前年度会計監査報告
　　　　　　　　　　　坂口直前会計監査

５　前年度事業報告
　　　　　　　　　　　　　本田直前幹事

続していく。
目的：児童が普段テレビでしか見れない力士
との交流により、より一層のコミュニケーショ
ン能力の向上を目的とする。
　また当ロータリークラブについては、今ま
で以上の学校・地域との連携及び安心・安全
な街創りを目的とする。

取利息を加えて2,501,021円となっています。
支出の部　３５周年記念例会で 500,000 円支
出しましたので、繰越金は2,001,021円となっ
ています。

　10月 20日
・第 2組ＩＭホスト
　2015 年 3月 14日  ホテル阪急エキスポ
   　　　　　　　　　 パーク
・移動家族例会
　9月 1日　あべのハルカス
　12月 15日　新大阪江坂東急イン
　4月 6日　帝国ホテル大阪
　6月 1日　創立 35周年記念例会　
                     東急ＲＥＩホテル
・国際大会
　6月 7日～ 10日　サンパウロ（ブラジル）

●主なクラブアッセンブリーの実績　
　5月 19日　次年度理事委員長会議
　10月 6日　簡仁一ガバナー補佐訪問

●主なクラブフォーラムの実績
　9月 29日　国際奉仕について
　2月 16日　ＩＭ説明会
　4月 20日　ＤＬＰとガバナー補佐制度
　5月 11日　地区委員の活動について
　他に炉辺談話を４回行いました。

●その他　
　5月 23日、9月 12日、5月 22日 
                        12ＲＣ会長幹事会
　2月 15日　吹田江坂ＲＣ創立 25周年記念            
                        式典
　5月 30日　茨木ＲＣ創立 55周年記念式典

●総括
出席率は 100％を維持できましたが、会員数
は期初 47 名が期末には 46 名となりました。
新年度には橋本（幸）会員の入会があり、新
年度にはまた 47名に戻りました。

　ロータリー財団寄付目標
　＄150　→　6,900 ドル＋2,216.99
　ドル＝9,116.99 ドル（ポリオ）
　米山記念奨学会寄付目標
　￥30,000　→　￥1,290,000（特別寄付）
　　　　　　　　￥　235,000（普通寄付）
　ニコニコ箱目標
　150 万円　→　1,359,360 円

前年度より引き継ぎのクラブ定款・細則の改
定版を坂口委員長に引き継いでいただき作成
しました。
これで前年度事業報告を終わります。



今期は 2名増の 49名の会員数で収支予算書
を作成しています。支出に関しては出来るだ
け前期の決算書を参考に必要な経費を予算化
させていただきましたが、今年度はＲＩの運
営費に充てられます人頭分担金が増加してい
ます。ニコニコに関しましても引き続き皆様
のご支援よろしくお願いします。

６　今年度予算案
　　　　　　　　　　　　　　　西村会計

　10月 20日
・第 2組ＩＭホスト
　2015 年 3月 14日  ホテル阪急エキスポ
   　　　　　　　　　 パーク
・移動家族例会
　9月 1日　あべのハルカス
　12月 15日　新大阪江坂東急イン
　4月 6日　帝国ホテル大阪
　6月 1日　創立 35周年記念例会　
                     東急ＲＥＩホテル
・国際大会
　6月 7日～ 10日　サンパウロ（ブラジル）

●主なクラブアッセンブリーの実績　
　5月 19日　次年度理事委員長会議
　10月 6日　簡仁一ガバナー補佐訪問

●主なクラブフォーラムの実績
　9月 29日　国際奉仕について
　2月 16日　ＩＭ説明会
　4月 20日　ＤＬＰとガバナー補佐制度
　5月 11日　地区委員の活動について
　他に炉辺談話を４回行いました。

●その他　
　5月 23日、9月 12日、5月 22日 
                        12ＲＣ会長幹事会
　2月 15日　吹田江坂ＲＣ創立 25周年記念            
                        式典
　5月 30日　茨木ＲＣ創立 55周年記念式典

●総括
出席率は 100％を維持できましたが、会員数
は期初 47 名が期末には 46 名となりました。
新年度には橋本（幸）会員の入会があり、新
年度にはまた 47名に戻りました。

　ロータリー財団寄付目標
　＄150　→　6,900 ドル＋2,216.99
　ドル＝9,116.99 ドル（ポリオ）
　米山記念奨学会寄付目標
　￥30,000　→　￥1,290,000（特別寄付）
　　　　　　　　￥　235,000（普通寄付）
　ニコニコ箱目標
　150 万円　→　1,359,360 円

前年度より引き継ぎのクラブ定款・細則の改
定版を坂口委員長に引き継いでいただき作成
しました。
これで前年度事業報告を終わります。


