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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1740回例会 令和元年 7 月29日
今週の歌 「我等の生業」
卓
話 「新年度理事挨拶」
国際奉仕
西村理事
青少年奉仕 清水
（大）
理事
「40周年実行委員会挨拶」
実行委員長
尾家実行委員長
実行委員会幹事 紙谷幹事

第1741回例会 令和元年 8 月 5 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「前年度事業報告」 榎原直前幹事
「前年度決算報告」 荻田直前副会計
「前年度会計監査報告」

井伊直前会計監事
「今年度予算案」 木下会計

前回の記録
会長挨拶

橋本
（徹）会長

1739回 例会、よろしくお願いいたします。
木下様本日の卓話よろしくお願いいたします。
木下靖雄様、心から歓迎いたします。
7月9日
（火）
由上会長エレクトのご招待でイタリヤ
料理「コディーノ」ですばらしい料理とワインをいた
だきありがとうございます。由上会長エレクトのご配
慮で、お礼はニコニコにしてくださいと言ってくださ
り感謝申し上げます。
7 月13日
（土）
AM10：00～PM 4 ：00まで2019－20
年度RI第 3 地域「ロータリー戦略計画推進セミナー」
に参加してまいりました。国際ロータリーは、34の
ゾーンに分けられています。
ゾーン 3 が私たち第2660地区のゾーンです。第2640
地区から第2740地区でエリアは、福井から鹿児島まで
の11地区で構成されています。その11地区が集まり行
われるセミナーでした。その開催が今回大阪で行われ
たので、第2660地区の会長が出席をさせていただくこ
とが出来ました。内容は、ロータリーの今年の方針や
これからのロータリーについて、クラブビジョンを策
定して活発になったクラブの事例の発表、そして、11
地区のガバナーが今年 1 年の方針・思いを一人一人熱
心に発表されました。非常に勉強になりました。その
中で、“居心地の良いクラブであることと、会員満足
が高いことは違います。
” “「元気なクラブづくり」と
は、クラブの「理想」と「現実」のギャップを埋めて
ゆくこと”など、本年度、われわれが目指しているビ
ジョン策定に役立つ機会をいただきました。今まで、
第 3 ゾーンといっていましたが、日本語では、RI第
3 地域と言うようになっています。それとエンドポリ

オの事をポリオ撲滅といっていましたが、ポリオ根絶
と代わったことも学びました。40周年実行委員会でも
皆様にビジョン策定のアンケートを行うように準備し
ていただいています。現実の吹田西ロータリークラ
ブ、理 想 の 吹 田 西 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ を 考 え、そ の
ギャップをどのようにして埋めていくかが、私たちの
ビジョンになると思います。皆様のご協力をよろしく
お願いいたします。今回も私が学びましたロータリー
情報をお伝えして、会長の挨拶とさせていただきます。
式典まで残り314日です。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

仁科委員

木下名酒店㈱ 代表取締役 木下靖雄様にお越し頂い
てます。本日の卓話よろしくお願いします。

幹事報告

堀幹事

1 ．会報を綴じるファイルをお配りしました。
2 ．来週理事会がありますので、理事、役員の方はご
参集下さい。
3 ．先 週16日にIM第 2 組の会長幹事会とゴルフコン
ペが行われました。ゴルフコンペでは吹田西ロー
タリークラブから橋本会長と堀が参加しておりま
す。前年度では榎原幹事が優勝されましたが、今
年度は橋本会長が見事準優勝されております。ち
なみに堀はブービーメーカー（最下位）でした。

出席報告

出席委員会

阿部委員長

●会 員 数 50名
出席会員数 41名
●来
客 1名
本日の出席率 91.11％
● 7 月 1 日の出席率（メーキャップ含む）100％

ロータリーは世界をつなぐ
社会奉仕委員会

清水
（良）
委員長

来週の木曜日、 ₈ 月 1 日（木）は、クリーンデイで
す。江坂企業協議会主催ですので、江坂公園の噴水前
にご集合ください。多くの方のご参加をお待ちしてい
ます。よろしくお願いします。

クラブ奉仕委員会

卓

話

吹田の地酒から創る大阪の次代到来の予感
木下名酒店㈱ 代表取締役

木下

靖雄 氏

橋本
（芳）
委員長

吹田西ロータリークラブ創立40周年記念公演会のご案内
「熱いハートを燃やせ TOKYO2020」
釜本 邦茂氏 特別講演
1 ．日時／令和元年 9 月 9 日（月）
1₈：00開会～19：00閉会（受付17：30より）
2 ．場所／新大阪江坂東急REIホテル 3 階「ローズ
ルーム」
吹田市豊津町 9 －40
TEL06－633₈－0109
※大阪メトロ「江坂駅」徒歩 3 分
3 ．申込／吹 田西RC事務局へFAX又はE-Mailにて
申込
4 ．参加費 無料

ロータリー財団委員会

木田副委員長

田中会員・佐藤会員・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。

米山記念奨学会委員会

長屋委員長

河邊会員・井伊会員・佐藤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。

ニコニコ箱

村井SAA

●坂口・橋本
（徹）
・堀・井伊・河邊・家村・坂本
（一）
・
西 村・福 原・瀧 川・紙 谷・小 川・石 﨑・尾 家・
阿部・木田各会員 ☆［コディーノ］美味しかった
です。由上さん、ご馳走さまでした☆
●木下会員 結婚記念日のお花ありがとうございま
す。ニコニコBもお願い致します。
●坂本
（一）
会員 本日、木下社長の卓話よろしくお願
いします。
●尾家会員 家内の誕生祝いありがとうございました。
●福原会員 お誕生日祝いありがとうございました。
先々週のお休みのお詫びと。
●清水
（良）
会員 結婚記念日のお祝いのお花、ありが
とうございました。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
ニコニコB

65,000円
192,000円
4,000円

私は阪急南千里駅前で地酒やワインの専門店を経営
しております。元々は輸入ワインが主の店だったので
すが、10年程前より全国の蔵を周り、直接契約の地酒
を増やしましたので、今では地酒が売上げの半分以上
となっています。
“皆様、大阪の人気のお土産って何でしょうか？”
大阪名物と言えば粟おこしですが、人気の大阪土産
と言えば551のHORAIやたこ昌、堂島ロールなどです
よね。関空では東京ばな奈や北海道の白い恋人が非常
に売れているそうです。しかし、粟おこしやたこ昌以
外は大阪色もありませんし、原材料も大阪産ではな
かったりします。実は沖縄の泡盛は全てタイ米から出
来ていますし、仙台の牛タン屋さんのほとんどが外国
産の牛タンを使用しています。私はこれらの事を批判
しているのではなく、人口減少が進む中、大阪でも
もっとお土産となるようなものを観光客向けに創って
いくべきだと思っています。
慈姑焼酎の販売に関わらせて頂いた事もあり、私も
吹田のブランド地酒も創ろうと思っていましたが、な
かなか吹田産のお米が見つける事が出来ませんでし
た。吹田産野菜を販売する朝市で出会った吉田俊之さ
んが吹田市内で作っているお米を分けてくださる事に
なり、吹田産のお米を使用した地酒『吹田のゾウ』を
創れるようになりました。
G 6 伊勢志摩サミットでは地元の地酒が多数、乾杯
酒等で使用されましたので、今年のG20大阪サミット
でも多くの大阪地酒を使って頂けるようサミット関係
諸団体に問い合わせなどをしていましたら、吹田のゾ
ウも大阪サミットの提供酒として使って頂ける事にな
りました。現在、外務省ホームページの大阪サミット
提供酒の欄に吹田のゾウを載せて頂いております。
2025年大阪万博は、世界に大阪土産を知って頂く絶
好のチャンスでもあります。万博に向けて当店では、
新たに大阪産の地酒を創り、免税店の許可も得ました。
大阪が世界でも人気の観光地となるよう、今後、た
くさんの大阪土産や免税店ができる事を期待しており
ます。また、皆様もご協力を是非、よろしくお願いい
たします。

