
卓　　話　「第 2660 地区ガナバー公式訪問」
　　   第 2660 地区ガバナー　立野 純三 様
今週の歌　「エーデルワイス」

先週内容

会長挨拶 青木会長

幹事報告　 荻田幹事

　さて本日は、国際ロータリー第 2660 地区
第 2組、新井ガバナー補佐をお迎えしまして、
クラブ協議会を行います。
先ほど別室で、会長・幹事懇談会を持たせて
いただきまして、今年度会長・幹事、次年度
会長・幹事が出席致しまして、新井ガバナー

補佐よりいろいろと地区の方針・現況につき
まして、お話を伺うことが出来ました。
特に先週の理事会でも議題に上がりました、
「クラブ戦略計画委員会の発足の件」につきま
しては、理事の間でもいろいろな意見が出ま
して、どのような形式で活動するのかなど、
まだ結論が出ないまま継続審議中であります。
後ほど執り行われますクラブ協議会にて、新
井ガバナー補佐、この件に関しましてもご指
導のほどよろしくお願い致します。
ありがとうございました。　

卓話　「米山奨学金について」
高木　委員長
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第 1592 回　例会　平成 27年 10 月 19 日

経済と地域社会の発展月間 米山月間

1. 新井ガバナー補佐　ご挨拶　　　　　
2. 当クラブ五大奉担当理事から報告及び質問

1. 次週、10月12日は休日で例会がありません。
    その次の週、10月19日はガバナー公式訪問日
    です。集合時間等の予定表はお配りしておりま
    すのでご確認の上、ご参集下さい。
　　
理事会報告
1. 12月度プログラムについて　承認。
2. 「歩きたくなるまちづくり～すいたエコウォーク！」 
     協賛依頼について　本年度は特に何も協賛し
    ないことで承認。
3. 秋の移動例会の収支決算書報告。次回以降に
    ついては、収支差額の残高を計上するのでは
    なく、事業費と例会費の内訳とすることで承認。
4. 東日本豪雨災害（平成27年9月豪雨）義捐金
    の地区からの依頼については、募金箱を例会

（１）職業奉仕　　橋本徹也　理事　　　　
今年度は、青木会長方針「奉仕を通じて親睦を」
に従い職業奉仕をしながら会員相互の親睦を図
れるように、又、その奉仕活動が地域の方々に
も広く理解して頂けるように取り組んでいくこ
とを方針といたします。
具体的計画な内容として、会員の出前授業実施
可能内容・職場体験実施可能内容を募集し、江
坂地域の小中学校からの依頼を受け、出前授業
の実施、及び、会員企業での職場体験を実施する。
又、次年度に引き継げるように、地域の小中学
校と協議をしていきます。
年度前に前職業奉仕委員長と豊津第一小学校、
豊津第二小学校、江坂大池小学校、豊津中学校、
豊津西中学校の校長先生を訪問し、小学校には、
出前授業　青木会長の「食育について」　西村会

員の「電線の知識について」二つのプログラム
を。中学校には、職場体験学習の受け入れの説
明をしてまいりました。
現在、青木会長の青木歯科医院には、11 月
12・13 日に片山中学校から 1 人豊津西中学校
から 1 人 11 月 5・6 日豊津中学校から 2 人が
決まっております。本日、豊津中学校より宮川
会員の東洋医療学園へ 5 人が決まりましたと連
絡がありました。青少年奉仕委員会とも連携し
て、地域の小学校へ、木瀬部屋の力士さんによ
る出前授業の話も進んでおります。
11月 6日（金）職業奉仕の炉辺談話を行います。
それまでに来年に向けた、出前授業、職場体験
の新たなエントリーを受け付けていきたいと考
えています。
ロータリークラブの一番大事なのが、職業奉仕
と思います。私たちのクラブは、ちょうど 12
年前に IM をフォストした時から職場体験に取
り組み、出前授業もやって参りました。
本日は、質問というより、その精神を引き継ぎ、本
年も職業奉仕に取り組むことを発表いたしました。

（２）社会奉仕　榎原一滋　理事　　
当クラブは今年も多彩な社会奉仕活動を行って
参ります。
月初めの江坂駅周辺の清掃活動・年 2 回の献血
活動・無事故無違反チャレンジコンテストの参
加・岩手県人道奉仕活動として地区補助金を活
用して大船渡市赤崎保育園に高性能理水活水装
置の贈呈・社会を明るくする運動の参加・迷惑
駐車追放パトロールの参加・クリーン＆リサイ
クル運動の参加・ロータリーフェスティバルの
参加・そして本年度会長方針である江坂大池小
学校、幼稚園での吹田くわいを使った食育・社
会奉仕炉辺談話・東日本豪雨災害の義捐金協力
など、社会奉仕活動を通じて地域の皆様に貢献
して行きます。

３．新井ガバナー補佐の講評と回答（要約）　
◎各担当理事からの貴クラブの活動の報告を聞
き、いきいきと活発な活動をされていることが
理解でき、クラブメンバー全員がクラブ活動を
楽しんでられることがうかがえました。素晴ら
しいことです。クラブ協議会は、各クラブの理
事の報告をメンバーが聞くことで、各クラブの
活動全体を周知し、理解できるので、非常に有
益です。
◎クラブ奉仕担当理事からの質問に対し、他の
クラブなどでの楽しいクラブや例会のあり方に
関しては、むしろ当吹田西クラブのやっている
事を逆に他のクラブに教えてあげたいところで
ある。クラブが楽しくなる方法としては、友人
紹介によるメンバーの増員を挙げられた。
◎青少年奉仕担当理事からの質問に対し、大相
撲の木瀬部屋との協力で出前授業をされている
点がユニークで素晴らしい。是非継続されるべ
きである。RYLA、ニコニコキャンプの支援に
ついては、地区全体として会計面での見直しの
ために縮小されるところです。
◎社会奉仕担当理事からの質問に対し、吹田く
わいを利用した食育については、地域特有の食
材を利用したものでユニークであり、今後も継
続されるべきである。
◎職業奉仕担当理事からの質問に対し、職業奉
仕は、ロータリーメンバーの根本的な活動であ
り、出前授業、職場体験はこれまでと同様積極
的に取り組んでいただきたい。
◎国際奉仕担当理事からの質問に対し、グロー
バル補助金プロジェクトについては、複数年度
にわたるものであるため、初めて取り組むには

わからない点もあるとは思われるが、IM２組
でも成功事例があり、地区委員会でも報告され
ていることですので、成功されているクラブか
ら卓話などでプロジェクト事例の紹介を受ける
ことも一つの方法です。グローバル補助金の申
請には、直接国際ロータリーとのやり取りが必
須なので語学と電子メールでの作業に慣れが必
要。各クラブが創意をもってプロジェクトの決
定及びその申請、遂行する必要があり、各々工
夫されたい。

４．水島ガバナー補佐エレクトのご挨拶　　　
新井ガバナー補佐のやっておられることを勉強
させていただいております。各理事のご報告は
素晴らしく、大変参考になりました。

（３）国際奉仕　木田昌宏　理事　
当クラブの国際奉仕委員会の方針は、「姉妹ク
ラブおよび友好クラブとよりよき関係を築くた
め、要請があれば実施または計画をする。」です。
現在のところは、友好クラブであるタイ　ナコ
ンパノムＲＣとのクリーンウォータープロジェ
クトを実施が決定しております。
　昨年より子どもたちに歯磨きを教えて虫歯の
予防にもつながるような事業へと進化していま
すので、今後は、このプロジェクトをより持続
可能な自発的なものにしていきたいと思います。
　当クラブは、財団の寄付も前向きにさせてい
ただいておりますし、また、例年、補助金も使
わせていただいております。補助金申請ですが、
単年度制で使用できる地区補助金は取り組みや
すいですが、年度内には社会奉仕事業か国際奉
仕事業のどちらか一方しか取れませんので事業
の内容によってはどちらも申請できるようにな
りませんでしょうか？
　もう一点は、グローバル補助金は国際奉仕事
業にしか使用できないですが高額な予算が取れ
るすばらしい補助金です。しかし、計画～実施
～測定と３年に亘り事業を継続しなければなら
ず、複数年度が必要になります。
　どうプロジェクトを行っていくかは、クラブ
内での問題ではありますが、プロジェクトを行
うのは大変であると思います。どのように行う
のがいいのでしょうか？よろしく御願いします。

（４）青少年奉仕　阿部吉秀　理事　　　
新年度の方針―ロータリアンと若い人々（３０
歳）との交流を通じニーズ認識する事で人間的
成長を支援していく。
具体的計画
①吹田ローターアウトクラブとの交流を通じ
②支援及び会員の増強
③ＲＹＬＡへの参加協力（参加者の推薦）
④米山奨学生の募集
⑤少年少女ニコニコキャンプ支援
⑥前年度の取組事業の継続
豊津場所を今年度も開催する。昨年は豊津第二
小学校、今年は豊津小校を中心に豊津第二、大池、
3校を基本に考え実行する。

（５）クラブ奉仕　伊藤泰充　理事　　　
　今年度のクラブ奉仕活動の方針は会長にもあ
ります「健康」、そして楽しいクラブということ
です。
クラブ会報委員会でも、「読んで楽しい会報づく
り」と連携していきます。
そこでガバナー補佐には「他クラブでの楽しい
例会、読んで楽しい会報の試みなど」があれば
教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。
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出席報告

●会　員　数 48名 ●来　　　客 1名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率  88.10％
●9月7日の出席率（メーキャップを含む） 100％ 

山岡委員長

国際奉仕委員会 木田委員長

タイ国ナコンパノムＲＣとのクリーンウォー
タープロジェクトの実施が決定しました。
訪問日は来年２月１５日出発となる予定です。
今後詳細を決定していきますが、皆様のご参
加よろしく御願いします。

職業奉仕委員会 橋本（徹）委員長

11 月 6 日（金）18：00～　炉辺談話を行い
ます。
職業奉仕について熱く語り合いたいと思いま
す。出席表の回覧を廻しますので、皆様の御
参加おまちしております。場所は、10 月 21
日（水）リニューアルオープン致します、雅
屋で行います。

米山記念奨学会委員会 山岡委員

本日、橋本徹也会員、木田会員より、特別寄
付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

お誕生月  御祝

ゲスト　 親睦委員会　橋本幸治会員

ガバナー補佐　　　　　　新井 清 様
ガバナー補佐エレクト　　水島 洋 様
                                           （千里メイプル RC）

ロータリー財団委員会 木田委員長

本日、木下会員、西村会員、橋本芳信会員よ
り特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

9月 29 日、迷惑駐車排除合同パトロールが
ありました。参加者は毛利パスト会長・橋
本徹也会員・清水会員・木田会員・木下会員・
私榎原の 6名でした。
10 月 1 日は江坂企業協議会主催のクリーン
デイがありました。青木会長・荻田幹事・
井伊会長エレクト・瀧川パスト会長・橋本
徹也会員・紙谷会員・阿部会員・本田会員・
高木会員・矢倉会員・瀬川会員・堀会員・
辻会員・私榎原の 14 名参加していただき
ました。有難うございました。
国際ロータリー第 2660 地区災害支援委員
会より東日本豪雨災害義捐金のお願いがあ
りました。額は問いませんが被災地区の状
況を鑑みご検討下さいとのことです。義捐
金は第 2820 地区へ当地区より取りまとめ
送金致します。募金箱を回しますので皆様
のご協力よろしくお願い致します。

    中に回し、会員個々に寄付をお願いすることで
    承認。
5. 戦略計画委員会の設置について、実施に向け
   て次回以降審議することを決定。次回は構成
   メンバー、委員会の開催頻度、及び導入日を決
   定することで承認。
6. 友人招待例会について、4月に初回を行うこと
   で承認。詳細は次回以降に順次、決定。
7. クラブ概況について、旧業者から現業者へ
   データの移行ができなかったために、現業者
     に無理を強いたことの説明。
8. 社会奉仕プロジェクトの説明。次回に繰延べ、
    検討。

（３）国際奉仕　木田昌宏　理事　
当クラブの国際奉仕委員会の方針は、「姉妹ク
ラブおよび友好クラブとよりよき関係を築くた
め、要請があれば実施または計画をする。」です。
現在のところは、友好クラブであるタイ　ナコ
ンパノムＲＣとのクリーンウォータープロジェ
クトを実施が決定しております。
　昨年より子どもたちに歯磨きを教えて虫歯の
予防にもつながるような事業へと進化していま
すので、今後は、このプロジェクトをより持続
可能な自発的なものにしていきたいと思います。
　当クラブは、財団の寄付も前向きにさせてい
ただいておりますし、また、例年、補助金も使
わせていただいております。補助金申請ですが、
単年度制で使用できる地区補助金は取り組みや
すいですが、年度内には社会奉仕事業か国際奉
仕事業のどちらか一方しか取れませんので事業
の内容によってはどちらも申請できるようにな
りませんでしょうか？
　もう一点は、グローバル補助金は国際奉仕事
業にしか使用できないですが高額な予算が取れ
るすばらしい補助金です。しかし、計画～実施
～測定と３年に亘り事業を継続しなければなら
ず、複数年度が必要になります。
　どうプロジェクトを行っていくかは、クラブ
内での問題ではありますが、プロジェクトを行
うのは大変であると思います。どのように行う
のがいいのでしょうか？よろしく御願いします。

（４）青少年奉仕　阿部吉秀　理事　　　
新年度の方針―ロータリアンと若い人々（３０
歳）との交流を通じニーズ認識する事で人間的
成長を支援していく。
具体的計画
①吹田ローターアウトクラブとの交流を通じ
②支援及び会員の増強
③ＲＹＬＡへの参加協力（参加者の推薦）
④米山奨学生の募集
⑤少年少女ニコニコキャンプ支援
⑥前年度の取組事業の継続
豊津場所を今年度も開催する。昨年は豊津第二
小学校、今年は豊津小校を中心に豊津第二、大池、
3校を基本に考え実行する。

（５）クラブ奉仕　伊藤泰充　理事　　　
　今年度のクラブ奉仕活動の方針は会長にもあ
ります「健康」、そして楽しいクラブということ
です。
クラブ会報委員会でも、「読んで楽しい会報づく
り」と連携していきます。
そこでガバナー補佐には「他クラブでの楽しい
例会、読んで楽しい会報の試みなど」があれば
教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。



親睦委員会 木下委員長

第１回 SAA、親睦活動委員会合同会議を例会
終了後に行います。
クリスマス例会の内容検討を行います。みな
さんよろしくお願いします。

◆青木会長：
新井ガバナー補佐、水島ガバナー補佐エ
レクトをおまねきして。
◆鈴木会員：
新井ガバナー補佐をお迎えして。

小林ＳＡＡ

ゴルフ同好会 阿部会員

＜滝川会員エージシュートお祝い
　　　ゴルフコンペ・祝賀会のご案内＞
日時：平成27年12月9日(水 ) 8：10集合
場所：アートレイクゴルフ倶楽部
コンペの後、18:00 より祝賀会（場所未定）
を行います。
会員の皆様の多数の参加をお待ちして
おります。

昭和 63.10.10   近藤 会員ご夫妻
昭和 46.10.19   小林 会員ご夫妻
昭和 37.10.27   鈴木 会員ご夫妻
平成   5.10.30   紙谷 会員ご夫妻
                              以上　４　組

ご結婚  御祝  1 0月

◆坂口会員：
新井ガバナー補佐をお迎えして。
◆榎原会員：
新井ガバナー補佐、水島ガバナー補佐エ
レクトをお迎えして。
◆木田会員：
新井ガバナー補佐、水島ガバナー補佐エ
レクトをお迎えして。
◆橋本 ( 芳 ) 会員：
新井ガバナー補佐、水島ガバナー補佐エ
レクトをお迎えして。
◆橋本 ( 幸 ) 会員：
新井ガバナー補佐、水島ガバナー補佐エ
レクトをお迎えして。
◆小林会員：
新井ガバナー補佐をお迎えして。
◆河邊会員：
新井ガバナー補佐、水島エレクト、御両
人様のご指導をご期待申し上げます。
◆山岡会員：
上期営業結果は、インバウンド様さまで
した。
◆西村会員：
私の姪っ子と吹田江坂 RC の水谷さんの
次男が昨日結婚し、親戚になりました。
◆堀 会員：
10 月 1 日にハッピーテラスという発達
障害事向けの放課後デイサービスをオー
プンさせました。詳しくはパンフレット
をご覧ください。宜しくお願い致します。
◆木下会員：
またゴルフの話ですが、先日年 1 回のク
ラブ選手権予選、去年同様に、2 打足ら
ずで敗退致しました。
　 本日までのニコニコ箱　   383,491 円
　  　   本日のニコニコ箱　　 38,000 円
　 　    累計のニコニコ箱　   421,491 円

1. 新井ガバナー補佐　ご挨拶　　　　　
2. 当クラブ五大奉担当理事から報告及び質問

（１）職業奉仕　　橋本徹也　理事　　　　
今年度は、青木会長方針「奉仕を通じて親睦を」
に従い職業奉仕をしながら会員相互の親睦を図
れるように、又、その奉仕活動が地域の方々に
も広く理解して頂けるように取り組んでいくこ
とを方針といたします。
具体的計画な内容として、会員の出前授業実施
可能内容・職場体験実施可能内容を募集し、江
坂地域の小中学校からの依頼を受け、出前授業
の実施、及び、会員企業での職場体験を実施する。
又、次年度に引き継げるように、地域の小中学
校と協議をしていきます。
年度前に前職業奉仕委員長と豊津第一小学校、
豊津第二小学校、江坂大池小学校、豊津中学校、
豊津西中学校の校長先生を訪問し、小学校には、
出前授業　青木会長の「食育について」　西村会

員の「電線の知識について」二つのプログラム
を。中学校には、職場体験学習の受け入れの説
明をしてまいりました。
現在、青木会長の青木歯科医院には、11 月
12・13 日に片山中学校から 1 人豊津西中学校
から 1 人 11 月 5・6 日豊津中学校から 2 人が
決まっております。本日、豊津中学校より宮川
会員の東洋医療学園へ 5 人が決まりましたと連
絡がありました。青少年奉仕委員会とも連携し
て、地域の小学校へ、木瀬部屋の力士さんによ
る出前授業の話も進んでおります。
11月 6日（金）職業奉仕の炉辺談話を行います。
それまでに来年に向けた、出前授業、職場体験
の新たなエントリーを受け付けていきたいと考
えています。
ロータリークラブの一番大事なのが、職業奉仕
と思います。私たちのクラブは、ちょうど 12
年前に IM をフォストした時から職場体験に取
り組み、出前授業もやって参りました。
本日は、質問というより、その精神を引き継ぎ、本
年も職業奉仕に取り組むことを発表いたしました。

（２）社会奉仕　榎原一滋　理事　　
当クラブは今年も多彩な社会奉仕活動を行って
参ります。
月初めの江坂駅周辺の清掃活動・年 2 回の献血
活動・無事故無違反チャレンジコンテストの参
加・岩手県人道奉仕活動として地区補助金を活
用して大船渡市赤崎保育園に高性能理水活水装
置の贈呈・社会を明るくする運動の参加・迷惑
駐車追放パトロールの参加・クリーン＆リサイ
クル運動の参加・ロータリーフェスティバルの
参加・そして本年度会長方針である江坂大池小
学校、幼稚園での吹田くわいを使った食育・社
会奉仕炉辺談話・東日本豪雨災害の義捐金協力
など、社会奉仕活動を通じて地域の皆様に貢献
して行きます。

３．新井ガバナー補佐の講評と回答（要約）　
◎各担当理事からの貴クラブの活動の報告を聞
き、いきいきと活発な活動をされていることが
理解でき、クラブメンバー全員がクラブ活動を
楽しんでられることがうかがえました。素晴ら
しいことです。クラブ協議会は、各クラブの理
事の報告をメンバーが聞くことで、各クラブの
活動全体を周知し、理解できるので、非常に有
益です。
◎クラブ奉仕担当理事からの質問に対し、他の
クラブなどでの楽しいクラブや例会のあり方に
関しては、むしろ当吹田西クラブのやっている
事を逆に他のクラブに教えてあげたいところで
ある。クラブが楽しくなる方法としては、友人
紹介によるメンバーの増員を挙げられた。
◎青少年奉仕担当理事からの質問に対し、大相
撲の木瀬部屋との協力で出前授業をされている
点がユニークで素晴らしい。是非継続されるべ
きである。RYLA、ニコニコキャンプの支援に
ついては、地区全体として会計面での見直しの
ために縮小されるところです。
◎社会奉仕担当理事からの質問に対し、吹田く
わいを利用した食育については、地域特有の食
材を利用したものでユニークであり、今後も継
続されるべきである。
◎職業奉仕担当理事からの質問に対し、職業奉
仕は、ロータリーメンバーの根本的な活動であ
り、出前授業、職場体験はこれまでと同様積極
的に取り組んでいただきたい。
◎国際奉仕担当理事からの質問に対し、グロー
バル補助金プロジェクトについては、複数年度
にわたるものであるため、初めて取り組むには

わからない点もあるとは思われるが、IM２組
でも成功事例があり、地区委員会でも報告され
ていることですので、成功されているクラブか
ら卓話などでプロジェクト事例の紹介を受ける
ことも一つの方法です。グローバル補助金の申
請には、直接国際ロータリーとのやり取りが必
須なので語学と電子メールでの作業に慣れが必
要。各クラブが創意をもってプロジェクトの決
定及びその申請、遂行する必要があり、各々工
夫されたい。

４．水島ガバナー補佐エレクトのご挨拶　　　
新井ガバナー補佐のやっておられることを勉強
させていただいております。各理事のご報告は
素晴らしく、大変参考になりました。

（３）国際奉仕　木田昌宏　理事　
当クラブの国際奉仕委員会の方針は、「姉妹ク
ラブおよび友好クラブとよりよき関係を築くた
め、要請があれば実施または計画をする。」です。
現在のところは、友好クラブであるタイ　ナコ
ンパノムＲＣとのクリーンウォータープロジェ
クトを実施が決定しております。
　昨年より子どもたちに歯磨きを教えて虫歯の
予防にもつながるような事業へと進化していま
すので、今後は、このプロジェクトをより持続
可能な自発的なものにしていきたいと思います。
　当クラブは、財団の寄付も前向きにさせてい
ただいておりますし、また、例年、補助金も使
わせていただいております。補助金申請ですが、
単年度制で使用できる地区補助金は取り組みや
すいですが、年度内には社会奉仕事業か国際奉
仕事業のどちらか一方しか取れませんので事業
の内容によってはどちらも申請できるようにな
りませんでしょうか？
　もう一点は、グローバル補助金は国際奉仕事
業にしか使用できないですが高額な予算が取れ
るすばらしい補助金です。しかし、計画～実施
～測定と３年に亘り事業を継続しなければなら
ず、複数年度が必要になります。
　どうプロジェクトを行っていくかは、クラブ
内での問題ではありますが、プロジェクトを行
うのは大変であると思います。どのように行う
のがいいのでしょうか？よろしく御願いします。

（４）青少年奉仕　阿部吉秀　理事　　　
新年度の方針―ロータリアンと若い人々（３０
歳）との交流を通じニーズ認識する事で人間的
成長を支援していく。
具体的計画
①吹田ローターアウトクラブとの交流を通じ
②支援及び会員の増強
③ＲＹＬＡへの参加協力（参加者の推薦）
④米山奨学生の募集
⑤少年少女ニコニコキャンプ支援
⑥前年度の取組事業の継続
豊津場所を今年度も開催する。昨年は豊津第二
小学校、今年は豊津小校を中心に豊津第二、大池、
3校を基本に考え実行する。

（５）クラブ奉仕　伊藤泰充　理事　　　
　今年度のクラブ奉仕活動の方針は会長にもあ
ります「健康」、そして楽しいクラブということ
です。
クラブ会報委員会でも、「読んで楽しい会報づく
り」と連携していきます。
そこでガバナー補佐には「他クラブでの楽しい
例会、読んで楽しい会報の試みなど」があれば
教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。



クラブ協議会

1. 新井ガバナー補佐　ご挨拶　　　　　
2. 当クラブ五大奉担当理事から報告及び質問

（１）職業奉仕　　橋本徹也　理事　　　　
今年度は、青木会長方針「奉仕を通じて親睦を」
に従い職業奉仕をしながら会員相互の親睦を図
れるように、又、その奉仕活動が地域の方々に
も広く理解して頂けるように取り組んでいくこ
とを方針といたします。
具体的計画な内容として、会員の出前授業実施
可能内容・職場体験実施可能内容を募集し、江
坂地域の小中学校からの依頼を受け、出前授業
の実施、及び、会員企業での職場体験を実施する。
又、次年度に引き継げるように、地域の小中学
校と協議をしていきます。
年度前に前職業奉仕委員長と豊津第一小学校、
豊津第二小学校、江坂大池小学校、豊津中学校、
豊津西中学校の校長先生を訪問し、小学校には、
出前授業　青木会長の「食育について」　西村会

員の「電線の知識について」二つのプログラム
を。中学校には、職場体験学習の受け入れの説
明をしてまいりました。
現在、青木会長の青木歯科医院には、11 月
12・13 日に片山中学校から 1 人豊津西中学校
から 1 人 11 月 5・6 日豊津中学校から 2 人が
決まっております。本日、豊津中学校より宮川
会員の東洋医療学園へ 5 人が決まりましたと連
絡がありました。青少年奉仕委員会とも連携し
て、地域の小学校へ、木瀬部屋の力士さんによ
る出前授業の話も進んでおります。
11月 6日（金）職業奉仕の炉辺談話を行います。
それまでに来年に向けた、出前授業、職場体験
の新たなエントリーを受け付けていきたいと考
えています。
ロータリークラブの一番大事なのが、職業奉仕
と思います。私たちのクラブは、ちょうど 12
年前に IM をフォストした時から職場体験に取
り組み、出前授業もやって参りました。
本日は、質問というより、その精神を引き継ぎ、本
年も職業奉仕に取り組むことを発表いたしました。

（２）社会奉仕　榎原一滋　理事　　
当クラブは今年も多彩な社会奉仕活動を行って
参ります。
月初めの江坂駅周辺の清掃活動・年 2 回の献血
活動・無事故無違反チャレンジコンテストの参
加・岩手県人道奉仕活動として地区補助金を活
用して大船渡市赤崎保育園に高性能理水活水装
置の贈呈・社会を明るくする運動の参加・迷惑
駐車追放パトロールの参加・クリーン＆リサイ
クル運動の参加・ロータリーフェスティバルの
参加・そして本年度会長方針である江坂大池小
学校、幼稚園での吹田くわいを使った食育・社
会奉仕炉辺談話・東日本豪雨災害の義捐金協力
など、社会奉仕活動を通じて地域の皆様に貢献
して行きます。

３．新井ガバナー補佐の講評と回答（要約）　
◎各担当理事からの貴クラブの活動の報告を聞
き、いきいきと活発な活動をされていることが
理解でき、クラブメンバー全員がクラブ活動を
楽しんでられることがうかがえました。素晴ら
しいことです。クラブ協議会は、各クラブの理
事の報告をメンバーが聞くことで、各クラブの
活動全体を周知し、理解できるので、非常に有
益です。
◎クラブ奉仕担当理事からの質問に対し、他の
クラブなどでの楽しいクラブや例会のあり方に
関しては、むしろ当吹田西クラブのやっている
事を逆に他のクラブに教えてあげたいところで
ある。クラブが楽しくなる方法としては、友人
紹介によるメンバーの増員を挙げられた。
◎青少年奉仕担当理事からの質問に対し、大相
撲の木瀬部屋との協力で出前授業をされている
点がユニークで素晴らしい。是非継続されるべ
きである。RYLA、ニコニコキャンプの支援に
ついては、地区全体として会計面での見直しの
ために縮小されるところです。
◎社会奉仕担当理事からの質問に対し、吹田く
わいを利用した食育については、地域特有の食
材を利用したものでユニークであり、今後も継
続されるべきである。
◎職業奉仕担当理事からの質問に対し、職業奉
仕は、ロータリーメンバーの根本的な活動であ
り、出前授業、職場体験はこれまでと同様積極
的に取り組んでいただきたい。
◎国際奉仕担当理事からの質問に対し、グロー
バル補助金プロジェクトについては、複数年度
にわたるものであるため、初めて取り組むには

わからない点もあるとは思われるが、IM２組
でも成功事例があり、地区委員会でも報告され
ていることですので、成功されているクラブか
ら卓話などでプロジェクト事例の紹介を受ける
ことも一つの方法です。グローバル補助金の申
請には、直接国際ロータリーとのやり取りが必
須なので語学と電子メールでの作業に慣れが必
要。各クラブが創意をもってプロジェクトの決
定及びその申請、遂行する必要があり、各々工
夫されたい。

４．水島ガバナー補佐エレクトのご挨拶　　　
新井ガバナー補佐のやっておられることを勉強
させていただいております。各理事のご報告は
素晴らしく、大変参考になりました。

（３）国際奉仕　木田昌宏　理事　
当クラブの国際奉仕委員会の方針は、「姉妹ク
ラブおよび友好クラブとよりよき関係を築くた
め、要請があれば実施または計画をする。」です。
現在のところは、友好クラブであるタイ　ナコ
ンパノムＲＣとのクリーンウォータープロジェ
クトを実施が決定しております。
　昨年より子どもたちに歯磨きを教えて虫歯の
予防にもつながるような事業へと進化していま
すので、今後は、このプロジェクトをより持続
可能な自発的なものにしていきたいと思います。
　当クラブは、財団の寄付も前向きにさせてい
ただいておりますし、また、例年、補助金も使
わせていただいております。補助金申請ですが、
単年度制で使用できる地区補助金は取り組みや
すいですが、年度内には社会奉仕事業か国際奉
仕事業のどちらか一方しか取れませんので事業
の内容によってはどちらも申請できるようにな
りませんでしょうか？
　もう一点は、グローバル補助金は国際奉仕事
業にしか使用できないですが高額な予算が取れ
るすばらしい補助金です。しかし、計画～実施
～測定と３年に亘り事業を継続しなければなら
ず、複数年度が必要になります。
　どうプロジェクトを行っていくかは、クラブ
内での問題ではありますが、プロジェクトを行
うのは大変であると思います。どのように行う
のがいいのでしょうか？よろしく御願いします。

（４）青少年奉仕　阿部吉秀　理事　　　
新年度の方針―ロータリアンと若い人々（３０
歳）との交流を通じニーズ認識する事で人間的
成長を支援していく。
具体的計画
①吹田ローターアウトクラブとの交流を通じ
②支援及び会員の増強
③ＲＹＬＡへの参加協力（参加者の推薦）
④米山奨学生の募集
⑤少年少女ニコニコキャンプ支援
⑥前年度の取組事業の継続
豊津場所を今年度も開催する。昨年は豊津第二
小学校、今年は豊津小校を中心に豊津第二、大池、
3校を基本に考え実行する。

（５）クラブ奉仕　伊藤泰充　理事　　　
　今年度のクラブ奉仕活動の方針は会長にもあ
ります「健康」、そして楽しいクラブということ
です。
クラブ会報委員会でも、「読んで楽しい会報づく
り」と連携していきます。
そこでガバナー補佐には「他クラブでの楽しい
例会、読んで楽しい会報の試みなど」があれば
教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。



1. 新井ガバナー補佐　ご挨拶　　　　　
2. 当クラブ五大奉担当理事から報告及び質問

（１）職業奉仕　　橋本徹也　理事　　　　
今年度は、青木会長方針「奉仕を通じて親睦を」
に従い職業奉仕をしながら会員相互の親睦を図
れるように、又、その奉仕活動が地域の方々に
も広く理解して頂けるように取り組んでいくこ
とを方針といたします。
具体的計画な内容として、会員の出前授業実施
可能内容・職場体験実施可能内容を募集し、江
坂地域の小中学校からの依頼を受け、出前授業
の実施、及び、会員企業での職場体験を実施する。
又、次年度に引き継げるように、地域の小中学
校と協議をしていきます。
年度前に前職業奉仕委員長と豊津第一小学校、
豊津第二小学校、江坂大池小学校、豊津中学校、
豊津西中学校の校長先生を訪問し、小学校には、
出前授業　青木会長の「食育について」　西村会

員の「電線の知識について」二つのプログラム
を。中学校には、職場体験学習の受け入れの説
明をしてまいりました。
現在、青木会長の青木歯科医院には、11 月
12・13 日に片山中学校から 1 人豊津西中学校
から 1 人 11 月 5・6 日豊津中学校から 2 人が
決まっております。本日、豊津中学校より宮川
会員の東洋医療学園へ 5 人が決まりましたと連
絡がありました。青少年奉仕委員会とも連携し
て、地域の小学校へ、木瀬部屋の力士さんによ
る出前授業の話も進んでおります。
11月 6日（金）職業奉仕の炉辺談話を行います。
それまでに来年に向けた、出前授業、職場体験
の新たなエントリーを受け付けていきたいと考
えています。
ロータリークラブの一番大事なのが、職業奉仕
と思います。私たちのクラブは、ちょうど 12
年前に IM をフォストした時から職場体験に取
り組み、出前授業もやって参りました。
本日は、質問というより、その精神を引き継ぎ、本
年も職業奉仕に取り組むことを発表いたしました。

（２）社会奉仕　榎原一滋　理事　　
当クラブは今年も多彩な社会奉仕活動を行って
参ります。
月初めの江坂駅周辺の清掃活動・年 2 回の献血
活動・無事故無違反チャレンジコンテストの参
加・岩手県人道奉仕活動として地区補助金を活
用して大船渡市赤崎保育園に高性能理水活水装
置の贈呈・社会を明るくする運動の参加・迷惑
駐車追放パトロールの参加・クリーン＆リサイ
クル運動の参加・ロータリーフェスティバルの
参加・そして本年度会長方針である江坂大池小
学校、幼稚園での吹田くわいを使った食育・社
会奉仕炉辺談話・東日本豪雨災害の義捐金協力
など、社会奉仕活動を通じて地域の皆様に貢献
して行きます。

３．新井ガバナー補佐の講評と回答（要約）　
◎各担当理事からの貴クラブの活動の報告を聞
き、いきいきと活発な活動をされていることが
理解でき、クラブメンバー全員がクラブ活動を
楽しんでられることがうかがえました。素晴ら
しいことです。クラブ協議会は、各クラブの理
事の報告をメンバーが聞くことで、各クラブの
活動全体を周知し、理解できるので、非常に有
益です。
◎クラブ奉仕担当理事からの質問に対し、他の
クラブなどでの楽しいクラブや例会のあり方に
関しては、むしろ当吹田西クラブのやっている
事を逆に他のクラブに教えてあげたいところで
ある。クラブが楽しくなる方法としては、友人
紹介によるメンバーの増員を挙げられた。
◎青少年奉仕担当理事からの質問に対し、大相
撲の木瀬部屋との協力で出前授業をされている
点がユニークで素晴らしい。是非継続されるべ
きである。RYLA、ニコニコキャンプの支援に
ついては、地区全体として会計面での見直しの
ために縮小されるところです。
◎社会奉仕担当理事からの質問に対し、吹田く
わいを利用した食育については、地域特有の食
材を利用したものでユニークであり、今後も継
続されるべきである。
◎職業奉仕担当理事からの質問に対し、職業奉
仕は、ロータリーメンバーの根本的な活動であ
り、出前授業、職場体験はこれまでと同様積極
的に取り組んでいただきたい。
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（５）クラブ奉仕　伊藤泰充　理事　　　
　今年度のクラブ奉仕活動の方針は会長にもあ
ります「健康」、そして楽しいクラブということ
です。
クラブ会報委員会でも、「読んで楽しい会報づく
り」と連携していきます。
そこでガバナー補佐には「他クラブでの楽しい
例会、読んで楽しい会報の試みなど」があれば
教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。


