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つのテスト

●真実かどうか

第1505回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

平成25年8月5日

卓話 「「お盆」
ってなあに」

本田会員

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」

先週内容
会長挨拶

石﨑会長

本年度テーマの「クラブの伝統を継承し、改
革への挑戦」から伝統を掘り探るべく、クラブ
在籍のパスト会長時代を過去会報より抜粋し、
毎月一度考証していきます。
○中堀和英PP（幹事＝井上隆）1987〜1988
会長挨拶では、私も中学のころ、日米開戦の
ニュースを聞いたことがありますが、いか
にその頃世界の各国への理解が少なかった
ことが、痛感されます。各国の相互理解は平
和の重要要素と思います。
○優先目標
①会員増強 ②我々の勉強により質を上げる

●みんなのためになるかどうか

量と質との向上をモットーにする。海外事
情もよく勉強して、納得のゆく理解と会員
の意思に基づいて、万事やっていく。
実質６名の増強を目指し推薦者とも話し合
いを充分ににして、ロータリーの隆盛を図
るべく、会員こぞって努力することを希望
します。
○コロンボ・セントラルRCとの姉妹提携調印
を終えて…報告書（1987.7.27）
使節団長 橋本保次 会長
（前年度1987.6/23〜6/29）
紺碧の海岸に囲まれた深い緑のスリランカ
を、
「光り輝く島」と云う名で呼ばしめるに
ふさわしく、さすがに美しい島である…６
時起床、日本より持参の「みそ汁、梅干し、
磯じまん、カップヌードル、そして赤飯」さ
さやかではあるが、皆でたのしい朝食会で
あった。
6/27、コロンボ・セントラルRC例会場のホ
テル大広間に、約350名の来賓を迎えての新
会長就任式と、調印式が行われました。
（当
クラブから6名参加され、現在会員在籍者は
瀧川さん、小林さん2名です）
○緑化推進、吹田3RC「くすの木贈呈式」
吹田市立第二中学校のプールサイドに吹田、
吹田西、千里の3RCの合同によって楠の植樹
が行われた。ロータリークラブの緑化推進は、
日本の提案で会員一人あたり10本の植樹を
しよう、一本500円で5,000円負担していた
だき、毎年継続して行うとなっています。
○われら日本ロータリアンの歌
一、われら日本のロータリアン
一つの仕事をする時も
真心こめて考える
これは誠か真実か

会員増強・拡大月間

第1506回 例会予告

平成25年8月19日
次週
卓話 「移動家族例会
於 海遊館 」
Weekly No. 1505は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1506は村井副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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幹事報告

ロータリー財団委員会

井伊幹事

◦地区より第12回ロータリー日韓親善会議のご
案内が届きましたのでお知らせ致します。出
席ご希望の方はお申し出下さい。
日時 2013年10月19日㈯〜20日㈰
場所 グランドハイアットソウル
◦本日例会終了後、理事会を開催致します。理
事役員の方はお残り下さい。
◦献血推進協力団等に対する、厚生労働大臣
感謝状が団体の部で当クラブに届いていま
すので回覧致します。

由上委員長

本日、本田会員より、特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。
来月の為替レートは1ドル100円です。

社会奉仕委員会

大藤委員長

8月1日クリーンデーでございます。今回は
当クラブ主催になります。ご参加頂ける方は、
東急イン前に7時30分に集合をお願いいたし
ます。

誕生御祝−８月
会員
昭和 32 年
昭和 33 年
昭和 23 年
昭和 13 年
会員夫人

親睦活動委員会

8
8
8
8

月14 日
月14 日
月20 日
月30 日

荻田会員
榎原会員
髙木会員
鈴木会員

8
8
8
8

月8 日
月19 日
月21 日
月25 日

村井会員夫人
島田会員夫人
坂口会員夫人
西村会員夫人
以上4名

出席報告

紙谷委員長

以上4名

夏の家族移動例会のご案内をメールボック
スに投函させていただきます。
8月5日㈪の例会にて、出欠の方お願い致し
ます。欠席される会員の方につきましては、事
務局の方へご連絡下さいますようお願い申し
上げます。

澤井委員長

●会 員 数 47名 ●来
客
0名
●出席会員数 31名 ●本日の出席率 81.08％
●7月5日の出席率（メーキャップを含む） 100％
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ゴルフ同好会

橋本（芳）会員

第1回石﨑会長杯ゴルフコンペのご案内
第1回石﨑会長杯ゴルフコンペを下記の通
り開催致します。奮ってご参加くださいます
よう、よろしくお願い申し上げます。
記
会長のご指導により、経費の見直しをしま
した。次年度繰越は1,659,717円と大幅に増加
できました。また、別途会計におきましても、
4,861,549円計上することができました。皆様
のご協力のお陰をもちまして、黒字決算とな
りました。

日時
場所

平成25年10月9日（水）
グランドオークゴルフクラブ
〒673-1304 兵庫県加東市長貞1843
TEL 0795-47-1090
スタート 8時45分 OUT・IN同時
集合 8時00分
◎スタートミーティングを8時30分
から、マスター室前で行います。

「前年度会計監査報告」

村井直前会計監事

☆表彰式をプレー終了後クラブハウスで行
う予定です。

ニコニコ箱

橋本（徹）SAA

◆紙谷会員
夏の移動家族例会のご出席をお待ちして
おります。
◆大藤会員
小学2年生の長女のピアノ発表会にいっ
てきました。何とかようようできたと
いう感じですが、親としてうれしかっ
たです。
◆伊藤会員
先週、大阪城ナイトマラソンで10km
走ってきました。
◆田中（孝）会員
前々回欠席のお詫び。
◆荻田会員
イタリアへ行ってきました。お客さんを
お連れしての旅でした。
──────────────────
本日のニコニコ箱
15,000円
累計のニコニコ箱
187,000円

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。

「前年度行事報告」

※今月の目標150,000円を達成いたしました。
ご協力ありがとうございます。
SAA 橋本

卓

坂 口 会 長 の「 Power up, Level up, Step up 」
というスローガンのもと、各理事、役員、各委
員長の皆様には、会長方針に添ってご努力戴き、
また、会員の皆様のご協力により１年間終え
ることがでしました。

話

「前年度会計報告」

阿部直前幹事

髙木直前会計

前年度会計報告をさせていただきます。決
算書をお配りしております。内容については、
そちらをご参照下さい。
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★地区協議会
2012年4月28日 大阪国際会議場 出席12名
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を
11月27日 豊津第二中学校 84名参加
杦本会員による「まいど１号」の講演

★地区大会
2012年12月7日 リーガロイヤルホテル
2012年12月8日 大阪国際会議場 出席37名

社会奉仕委員会（橋本（芳）委員長）
◦７月８日 クリーンエサカ 出席
◦クリーンデー実施 ６回
◦献血活動 ２回
◦東日本大震災 岩手県大槌町の被災校舎に
改修に伴う「安全安心な飲料水」の提供事業
の贈呈式に6名参加

★IM
2013年 2 月 2 日 阪急エキスポパーク 出席21名
クラブ奉仕（荻田理事）
出席委員会（郷上委員長）
100%目標達成
プログラム委員会（井伊委員長）
会員の卓話を増やすことにより、9.4万円コ
ストダウン。

国際奉仕委員会（由上委員長）
ロータリ財団委員会（清水委員長）
寄付 ＄130・44名 ＄150・１名 計＄5,870
ポリオ撲滅寄付（クラブ負担）

会報委員会（西村委員長）
今年度は会報誌をカラーの写真をなくし、
シンプルを心がけていただき、8万円のコス
トダウンをしていただきました。

米山記念奨学会委員会（田中（孝）委員長）
特別寄付金、36名で700,000円
その他
ニコニコ寄付 1,355,419円
（5年平均115万円）
ノーマイカーデー
７月30日・８月27日・10月29日
２月25日・３月25日・ ４月22日
５月27日
例会、理事会をシャングリラで７回行いま
した。164,000円 経費節約できました。

会員増強委員会（阪本委員長）
会員数47名スタート→47名です。
入会：瀬川会員・山岡会員
退会：勝会員・岡会員
親睦活動委員会（榎原委員長）
◦秋の移動家族例会
……9月10日（松竹座）
九月大歌舞伎「六代目 中村勘九郎襲名披露」
◦クリスマス家族例会
……12月17日（江坂東急イン）
Mr.オクチによるパフォーマンス＆素敵な
クリスマス
◦春の家族例会
…… 4月8日（ザ・ガーディアンオリエンタル・キョ
ウト）
桜そして春の新緑 古都での家族例会
◦第1500回記念例会
……6月24日（インターコンチネンタル大阪）

「今年度予算案」

職業奉仕委員会（澁谷委員長）
◦出前授業
11月20日 豊津西中学校 211名参加

別途配布資料をご参照下さい。
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本田会計

