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つのテスト

●真実かどうか

第1506回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

福 家 ガ バ ナ ー の 方 針、〜参 加 し、敢 行 し よ
う！〜 会員皆様、ご協力をお願いします。
次週例会は休日です。次は8月19日海遊館で
の家族例会です。今回は私の孫も3人参加予定
です。皆様、ご家族お孫様、多数の参加をお待
ちしています。
IM第2組ガバナー補佐
井上 義信 様
ガバナー補佐ご挨拶

平成25年8月19日

卓話 「移動家族例会」 於

海遊館

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

石﨑会長

本日、井上ガバナー補佐にお越し頂きました。
後ほどよろしくお願いします。
謝雯さん奨学金をお渡し致します。
先日、11月開催の高校卒業50周年記念同窓
会（昭和38年卒）打合せのため佐賀に帰郷し
ました。その際、高校の後輩経営の郷土和食処
で「RI2740地区2013-2014年度・佐賀ロータ
リークラブ会長」の名刺をくれました。とりあ
えず、新米会長談義に花を咲かせました。佐賀
RCは61名です。
（RI2740地区は佐賀、長崎）
先週私の会社に江坂での飲食新店舗紹介と
して、バリューネットワークという会社の営
業2名が飛び込みで来ました。社名に記憶があ
りましたので話を聞いたら、前々回例会にク
ラブゲストとして新会員候補の堀さんの会社
でした。営業マンには「入会しなかったら行き
ません」と言っておきました。7月22日の理事
会では推薦承認されております。
８月は会員増強・拡大月間です。現在RI第
2660地区の会員数は3650名、
「プロジェクト
3900」達成には地区82クラブで各3名増強が
必要です。

今期、第2組のガバナー補佐に就任し、ご挨
拶に伺いました。所属は吹田RCです。
ガバナー補佐の職務は文字通り、ガバナー
を補佐することですが、ガバナーは国際大会
で選挙（エレクト）されるRIの管理役員です。
手続要覧には「地区内のクラブはガバナーの
直接管理下に置かれる」などという意味の固
苦しい記述がありますが、福家ガバナーのク
ラブに対する職務は、
「クラブの独自性を尊重
しながら、より効果的なクラブ運営」の手助け
をすることで、管理よりも指導に重点が置か
れています。具体的には、
「RI会長のテーマ、
地区方針の浸透、クラブの活性化と助成、会員
増強の推進、ロータリー財団の支援、災害支援
の継続などです。私がガバナーをどの程度、補
佐できるか判りませんが、クラブ運営にお役
に立つよう努力する心算です。今期も地区運
営にご協力賜りますよう、お願い致します。

会員増強・拡大月間

次週 第1507回 例会予告

平成25年8月26日
ゴルフ同好会 橋本（芳）会員
野球同好会
清水会員
グルメ同好会
伊藤会員
俳句同好会
小林会員
Weekly No. 1506は村井副委員長が担当しました。
Weekly No. 1507は水間委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
卓話 「同好会報告」
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米山奨学生 謝 雯さんに奨学金授与

幹事報告

◆大藤会員
クリーンデー、うっかりと寝坊してし
まいました。本当なら出席して直接お
詫びするところですが、2660地区ガバ
ナー杯出席するため欠席させて頂きま
す。本当に申し訳ございませんでした。
◆家村会員
もうすぐ２人目の孫が出てきます。
◆石﨑会長
井上ガバナー補佐、本日はよろしくお
願いします。
◆井伊会員
クリーンデー欠席のお詫び。
◆西村会員
今月も目標達成してクス玉を割れますよ
うに。
◆仲辻会員
先週例会無断欠席のお詫び。
◆榎原会員
先週休みのおわびと、本日昼過ぎにイタ
リアより帰ってきました。イタリアも暑
かったです。
◆木田会員
クリーンデーを休みました。すみません。
──────────────────
本日のニコニコ箱
43,000円
累計のニコニコ箱
230,000円

井伊幹事

◦理事会報告
①10月プログラムについて承認されました。
②夏の移動例会について予算承認されました。
③堀新入会員の承認について承認されました。
新規職業分類の開設を含む
（大分類：食品工業 小分類：食品小売業）
④平成25年度「地域安全・青少年市民大会」
の協力について承認されました。
⑤第59回公募吹田市美術展覧会寄付賞の名
義使用について承認されました。
⑥事務局の夏季休暇について、8月9日〜18
日と承認されました。
◦次週8月12日は休会となっております。また
その次8月19日は夏の移動家族例会です。お
間違いのない様にお願い致します。

ゲ
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第2組ガバナー補佐
米 山 奨 学 生

紙谷委員長
井上 義信 様
謝
雯
様

出席報告
澤井委員長
●会 員 数 47名 ●来
客
2名
●出席会員数 33名 ●本日の出席率 85.00％
●7月8日の出席率（メーキャップを含む） 100％
誕生御祝−８月

7月目標達成記念の
くす玉割り

卓

結婚御祝−８月

「「お盆」ってなあに」

今月ご結婚お祝いのご夫妻はございません。

社会奉仕委員会

澁谷副委員長

8月1日、当クラブ主催のクリーンデーが行
われました。参加者は阪本、澁谷、橋本（徹）、
山岡、
本田、
田中
（孝）
、
伊藤、
紙谷、
瀬川、
橋本
（芳）
、
阿部、瀧川、河邊、各会員の13名、他に東急不
動産様から3名の参加がありました。ありがと
うございました。

ニコニコ箱

◆尾家会員
淀川ヒューテック株式
会 社 様、創 立50周 年 お
めでとうございます。お
招き頂きありがとうご
ざいました。

話

西村副SAA
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本田会員
（代読：髙木委員長）

今年もお盆の季節
がやってきました。日
本各地でさまざまな
お盆の行事が行われ
ます。生まれ故郷に帰
り、お墓にお参りした
り、お仏壇にお参りし
たり、ご先祖様に供養
するということで
し ょ う。
「お 盆」の 由
来は本日のビデオを鑑賞していただき、お盆
の過ごし方の参考にして頂きたいと思います。
── ビデオ映写 ──
限りある生かされ
て い る こ の い の ち、
自分だけのいのちで
は な く、父・母 の い
のちを通して多くの
いのちが、ご先祖に
繋がっています。今
年 の お 盆 も、亡 く
なったご先祖を偲ん
で手を合わせ、かけがえのないいのちをいた
だいていることに感謝しながらお盆をおすご
し下さい。

