
卓       話　『私の職業について』　近藤会員
今週の歌　「 ブルー・シャトウ　」　

　

先週内容

会長挨拶 青木会長

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて先週の 15 日 ( 金 ) は、公益社団法人吹田
青年会議所の新年賀会定例会に出席して参り
ました。小生もＯＢながら 40 歳にて卒業い
たしましてこれが 3 度目という不良会員でし
た。久しぶりに参加し現役メンバーの顔触れ
は、全員もちろんコロッと変わっていました
が、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
　そして本日は例会後、今年度初めての「ク
ラブ戦略計画委員会」が開催されます。
議題は、「姉妹クラブのコロンボセントラル
ロータリークラブとの姉妹クラブ締結 30 周
年を迎えるにあたっての当クラブとしての対
応について」です。
　参加予定者のメンバーの方々、どうぞよろ
しくお願いいたします。会場は当初ご案内申
し上げておりましたメイプルルームに先約が
あり、隣の部屋となりました。お間違えの無
いようにお願いします。
ありがとうございました。
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第 1601 回　例会　平成 28年 1月 25 日　　　

疾病予防と治療月間

1. ロータリーの友 1月号をお配りさせていた
だきました。
2. 本日、例会終了後、第 1回クラブ戦略計画
委員会を開催します。構成メンバーの方はご
出席よろしくお願いします。
3. 次回、1月 25日（月）は、第 10回理事会
を開催します。構成メンバーの方はご出席よ
ろしくお願いします。
4. 表彰状及び記念品が届いておりますので、
これらを授与させていただきます。

米山記念奨学会より
梶山会員　マルチプル功労者
杦本会員　第 1回功労者

幹事報告 　荻田幹事

ロータリー財団より、
澤井会員　マルチプルフェロー 3回
杦本会員　ポールハリスフェロー

　　　



出席報告

●会　員　数 48名 ●来　　　客 0名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率  93.02％
●12月7日の出席率（メーキャップを含む） 100％ 

山岡委員長

職業奉仕委員会 榎原委員長

親睦活動委員会　 木下委員長

長屋次年度幹事　

　12月 15日江坂大池小学校・幼稚園にて「吹
田くわい」を使った食育をおこないました。
3年生が「吹田くわい」について勉強したこ
とを幼稚園児にプレゼンするためのプロジェ
クターを当クラブより贈呈しました。
先生・生徒たちは大変喜んでくれこれからの
授業でどんどん活用させていただきますとの
ことでした。
　参加者は青木会長・荻田幹事・家村パスト
会長・郷上会員・紙谷会員・清水会員・橋本
芳信会員・榎原の 8名でした。平野農園の平
野さんより「吹田くわい」の説明がありその
後 3年生が幼稚園児に「吹田くわい」につい
て勉強したことをプロジェクターを使って発
表しました。
　青木会長より食事のワンポイントアドバイ
スをしていただき「すいたん」の登場です。
子供たちは大喜び、大いに盛り上がりました。
記念撮影の後、子供たちと一緒に給食をいた
だきました。吹田くわいは素揚げにして塩味
でいただきました。そんなに美味しいもので
はありませんがめずらしいのかおかわりする

2016 年－2017 年度の役職者につきまして、
以下の方を選任させていただきましたので
ご報告致します。

　クラブ奉仕委員長　矢倉昌子会員
　職業奉仕委員長　　高木久美子会員
　社会奉仕委員長　　清水大吾会員
　青少年奉仕委員長　杦本日出夫会員
　国際奉仕委員長　　紙谷幸弘会員
　会計幹事　　　　　木下基司会員
　ＳＡＡ　　　　　　本田智敎会員

　次年度宜しくお願い致します。

生徒がたくさんいました。
給食のメニューはちくわの磯辺揚げ・吹田く
わい・八宝菜・さつまいも入りパン・牛乳で
した。約 45年ぶりの給食、美味しくいただ
きました。ちなみに１食 211 円でした。
　すいたんの着ぐるみをかぶっていただいた
橋本芳信会員お疲れ様でした。有難うござい
ました。

2016　炉辺談話
社会・国際・青少年奉仕
（木田担当理事・榎原担当理事・

阿部担当理事）

場所　新大阪江坂東急 REI ホテル

日時　1月 22 日（金）　

　　　18:00 ー 21:00

会費　￥8,000

当日の欠席の報告等ございましたら、

親睦活動委員長木下までご連絡ください。

携帯電話　09032893671



新年あけましておめでとうございます。
本年第一回目の卓話ですから景気よく行きたい
のですが、テーマが職業奉仕なのでお許しくだ
さい。前半は、地区からの職業奉仕について、
後半、今年度の吹田西ロータリークラブの皆さ
んの職業奉仕の一部を紹介させていただきま
す。
「職業奉仕」は、ロータリーの
五大奉仕部門の一つです。

職業奉仕を通じて…
　自分のスキルを地域社会のために役立てる
　研修やスキル開発を通じて人々の能力向上を
　助ける
　 ロータリーの基本理念に則って高潔な行動
　を促す
職業奉仕には、以下が含まれます。
●自分の職業や仕事上のネットワークをロータ
リークラブの活動と結びつける
●地域社会の問題解決のために専門能力を生か
し、人びとが新しい職業の機会や関心を見つけ
るのを助ける
●仕事や生活においてロータリーの中核的価値
観である「高潔性」を奨励し、実践する
 　もともとロータリークラブは、一業種一人
という考えから、一人ひとりの責務があります。
ロータリークラブの会員は、それぞれの地域社
会で事業分野や職業を代表する存在です。
会員には、クラブ内で職業を代表し、職場でロー
タリーの基本理念を示すという、二重の責務が
あります。
そして、ロータリーは、高潔性と高い倫理基準

ニコニコ箱 堀副ＳＡＡ

◆青木会長：本年もどうぞお力添えの程賜りま
すよう宜しくお願い致します。
◆毛利会員：クリスマス家族会クイズ優勝あり
がとうございました。誕生祝ありがとうござい
ます。
◆新井会員：皆様明けましてお目出度う御座居
ます。本年も宜しくお願い致します。ガバナー
補佐の任期も半年です。頑張ります。
◆阪本会員：謹賀新年。
◆石﨑会員：新年明けましておめでとうござい
ます。年初例会欠席のお詫び・・・
ＨＡＷＡＩＩ　ＮＯＷ！！
◆小林会員：明けましておめでとうございます。
◆渋谷会員：新年お目出とうございます。本年
も宜しくお願い致します。
◆田中会員：明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
◆荻田会員：本年もよろしくお願い申し上げま
す。
◆瀧川会員：明けましてお芽出とうございます。
暫く会わなかったら嬉しい気分です。
◆井伊会員：本年もどうぞよろしくお願い致し
ます。
◆宮川会員：初春のお慶び申し上げます。本年
もよろしくお願いします。
◆小川会員：新年おめでとうございます。今年
もロータリーを楽しみましょう。
◆西村会員：新年おめでとうございます。
◆郷上会員：おめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。お年賀ありがとう
ございました。
◆橋本（徹）会員：新年明けましておめでとう
ございます。卓話頑張ります。

ろしく。拙句です。
月半ば遅ればせなる御慶かな
◆榎原会員：今年もよろしくお願い致します。
◆河邊会員：本年も宜しくお願い致します。
◆家村会員：皆様新年明けましておめでとうご
ざいます。本年もどうぞよろしくお願い申し上
げます。
◆瀬川会員：本年もよろしくお願い申し上げま
す。
◆長屋会員：本年もよろしくお願い致します。
◆堀会員：本年もよろしくお願い申し上げます。

本日までのニコニコ箱　791,091 円
本日のニコニコ箱　　 　77,000 円
累計のニコニコ箱　　　868,091 円

職業奉仕委員会　委員長　橋本徹也
「職業奉仕について」



を強調しています。その基本は、「四つのテ
スト」と「ロータリアンの行動規範」です。
職業奉仕プロジェクトのアイデア
●地元地域で、ロータリアンではない職業
人を集めた交流行事を開く
●求職者を対象としたキャリア相談を行う
●若者を対象とした進路指導を行う（職業
体験プログラムなど）
●会員の職業スキルを生かした社会貢献活
動を行う
ロータリー親睦活動に参加すること、ロー
タリアン行動グループに参加するこれも職
業奉仕につながります。

　今年度の吹田西ロータリークラブの職業
奉仕　職場体験プロジェクトに取り組まれ
ている活動をご紹介いたします。
☆青木会長の医療法人社団建歯会　
青木歯科医院
11月 5日・6日　豊津中学校　11月 10日・
11 日片山中学校　11 月 11 日・12 日豊津
西中学校

☆山岡会員の㈱関西東急ホテルズ　
新大阪江坂 REI ホテル
豊中市　第 4 中学校・第 17 中学校・吹田
市　山田中学校・高野台中学校・片山中学校・
第 2中学校・第 1中学校
☆高木会員の大阪北部ヤクルト販売㈱
11月 5日・6日　豊津中学校　11月 10 日
～ 3 日吹田第六中学校　11 月 11 日・12
日豊津西中学校
☆宮川パスト会長の東洋医療専門学校は、
11月 5日・6日　豊津中学校

私の職業　タウンページをホームページに
移動いたします。
内容の確認訂正をしていただき取り組んで
みたい小学生対象の出前授業、中学生対象
の職場体験プロジェクトがあれば追記して
ください。2 月中にお願いします。それを
まとめ、4 月から次年度職業奉仕委員会と
一緒に近隣学校を回りたいと思います。
吹田西ロータリークラブの職業奉仕を広げ
ていきましょう。
 
　最後に 1 月 21 日のダスキンミュージア
ム見学会参加の方には、案内書をボックス
に入れていますのでよろしくお願いいたし
ます。

 
 




