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●真実かどうか

第1513回例会

●みんなに公平か

平成25年10月28日

卓話 「米山月間に因んで」
米山奨学会 荻田委員長
「職業奉仕月間に因んで」
職業奉仕 榎原委員長
今週の歌「ロータリー讃歌」

先週内容
会長挨拶

石﨑会長

10月16日、伊豆大島台風災害では、49名の
死者、行方不明となっています。ご冥福をお祈
りするとともに、お見舞い申し上げます。
10月18日は江坂大池小学校にて職業奉仕委
員会による出前授業が行われました。私は職
場体験学習で、豊津西中学校から先生の来訪
と重なり参加できませんでした。
前例会は、ガバナー公式訪問でした。会員の

●好意と友情を深めるか

●みんなのためになるかどうか

皆様にはご協力いただきありがとうございま
した。福家ガバナーより「心温まるお出迎えに
感謝申し上げます」との早々の礼状賜りました。
「クラブの伝統…」第３回として、1991-1992
（H3-H4）瀧川PP年度です。
RI方針「自分を超えた眼を」のもと、
『他者
への奉仕』を使命として、積極的な奉仕活動を
現実なものとするためにクラブ運営の基本と
する。クラブ内部の問題としては、創立12年
を経て、固定化しつつある諸点を変えていく。
環境保全のテーマとして、
「クリーン＆リサイ
クル作戦」を展開します。クラブメンバーに対
して『あなたは、単なるクラブ会員か？それと
もロータリアンでしょうか？』を問いかけて
いきます。
9月21日〜23日、RYLA（大 阪 府 豊 能 郡、青
少年野外活動センター）のホストクラブとし
て成功を収めています。
その年度初め7月1日、私は入会しました。
（入会5名、退会6名、会員数66名）それから22
年後の今年、私は伝統ある吹田西RCの会長に
なりました。

職業奉仕月間・米山月間

次週 第1514回 例会予告

平成25年11月11日

卓話 「ロータリー財団月間」 由上委員長
「米山奨学生」
荻田委員長
奨学生 謝 雯 さん
Weekly No. 1513は村井副委員長が担当しました。
Weekly No. 1514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）

米山奨学生 謝 雯さんに奨学金授与
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幹事報告

井伊幹事

ゴルフ同好会

◦新入会員の堀会員の名簿用シールをお配り
しました。会員名簿の後に貼って下さい。

第1回吹田西RC石﨑会長杯ゴルフコンペの結果

◦今年度地区大会のパンフレットをお配りし

平成25年10月9日㈬に、グランドオーク
ゴルフクラブにて開催しました。鈴木パスト
会長の奥様も参加していただき、計18名で
行いました。

ました。出席表を回覧します。合同研修会の
出席対象の方はご確認下さい。地区大会登
録料は全員登録でクラブで負担しておりま
す。できるだけご出席下さい。

優勝 家村パスト会長
２位 橋本芳信
３位 石﨑会長

◦次週は定例理事会です。理事の方はご出席
下さい。

ゲ

ス

ト

橋本（芳）会員

IN

OUT

グロス

40
57
42

43
45
50

83
102
92

次回第2回は、平成25年12月18日（水）
場所 茨木カンツリー倶楽部 西コース
スタート：9時28分 集合：8時45分

堀委員

場所は未定ですが、表彰式並びに忘年会を
行う予定です。

ニコニコ箱

京都南RC

岩井 美晴 様

米山奨学生

謝

出席報告

雯

様

澤井委員長

●会 員 数 48名 ●来
客
2名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 87.80％
●9月9日の出席率（メーキャップを含む） 100％

社会奉仕委員会

澁谷副委員長

10月9日（水）歩行喫煙禁止及びポイ捨て禁
止に関する市民公聴会に、井伊幹事と私とで参
加して参りました。
指定区域内での喫煙及びポイ捨てした場合は、
ぜひ、科料（？）適用の罰則規定を制定して欲し
い旨、強く意見を述べて参りました。

米山記念奨学会委員会

荻田委員長

本日、西村会員、清水会員、杦本会員、堀会
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。
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西村副SAA

◆家村会員
クラブのゴルフコンペで強敵（テキ）
がお休みでしたので優勝させて頂きま
した。ありがとうございました。
◆石﨑会長
出前授業お疲れ様でした。
◆小林会員
結婚記念日の花ありがとうございまし
た。
◆阿部会員
第1回石﨑会長杯ゴルフコンペ参加の
皆様ご苦労様でした。第2回は名門茨木
CCです。ご参加宜しくお願いします。
◆橋本（芳）会員
第1回石﨑会長杯ゴルフコンペが無事何
事もなく開催できました。
◆大藤会員
12月に社会奉仕事業を計画しておりま
す。皆さんのご参加をおまちしており
ます。
◆瀬川会員
前回欠席のおわび。
◆西村会員
前回ガバナー訪問に欠席して申し訳な
い。
（お詫びとして）

◆瀧川会員
お伊勢さんの遷宮に参拝してまいりま
した。神々しい雰囲気でした。
──────────────────
本日のニコニコ箱
33,000円
累計のニコニコ箱
544,000円
──────────────────
◎西村副SAA
今月は12星座別の席です。
12星座 運勢ランキング
１位 おうし座
２位 おとめ座
３位 やぎ座
12位 いて座

卓

◯クラブ会報（雑誌・広報）・記録（IT含む）・
研修情報・規定委員会関連
会報誌をもっとシンプルに、コストダウン
につながる。
ホームページ（HP）に掲載しているので不
要ではないか。
会報誌がないクラブがあるのか調べてみて
は。
HP、インターネット、メール等をもっと活
用するべき。
会報誌はロータリーの基本、出さないとい
けない。本質がおかしくなる。
会報誌を例えば30部位にして必要な人だけ
持っていき、あとはHPで閲覧。
会報誌を出したうえで、どのようにコスト
ダウンするか考える。
ライン（LINE）を活用してはどうか。
HPへの投稿のやり方が解らない。再度操作
方法、使い方等の説明を卓話で行ってほしい。

話

「炉辺談話報告」

クラブ奉仕

清水委員長

◯親睦活動委員会関連
ゲスト紹介の順番をきっちりする。マニュ
アルを作って徹底しておく。

開催日時：平成25年9月20日㈮
18:00〜20:30
会場：四季旬彩 雅屋
出席者（敬称略、順不同）
：阿部、井伊、石﨑、榎原、
紙谷、河邊、坂口、瀬川、髙木、瀧川、田中（慶）、
長屋、橋本（芳）
、毛利、由上、堀、清水 計17名
クラブ奉仕には下記の委員会があります。ど
の委員会に対しても結構ですので、クラブを
活性化するための改善点、ご意見をお聞かせ
願いたく存じます。また、先日のクラブフォー
ラムでは「会員の維持と増強」について議論し
て頂きましたが、このテーマでも結構ですので、
皆様の忌憚ないご意見をお聞かせ下さいます
ようお願い致します。と言う事でご意見を頂
戴致しました。以下に各委員会関連ごとにご
意見をまとめました。
◯クラブ奉仕委員会全体
コストダウンしてきているが、そのお金を
もっと有効に使えば良いのでは。
コストダウン改革を継続していかないとい
けない。

◯会員増強委員会（会員選考）
（職業分類）・
出席委員会関連
フェイスブック（facebook）を活用する。宣
伝がもっともっと必要。
ポリオ撲滅がまもなくWHOから発表される
見通しで、その時にドーンとロータリーを
宣伝する。
国際大会にクラブを挙げて参加しよう。
◯プログラム委員会関連
外部からの卓話をもう少し増やしても良い
のではないか。楽しみも増える。
貯水池等、地域の状況を報告する卓話を取
り入れる。
クラブフォーラムをどんどん開催すると良
い。アピールするためにも、何をやりたいか、
会員の口を開かせる。
◯音楽委員会関連
音楽のテープが伸びきっているので、新し
くしてはどうか。
最後に総括のご意見として
一番大事なのは運！人生は運だ！
と言う事でした！
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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
「阪神淡路大震災その後の地域活動」

が、その後偶然にも吹田西ロータリーの関連
郷上会員

のある大槻町であることに驚き、今日の卓話
に至りました。
日頃は雑草との戦いですが、作業を通じ現
在の人間関係の希薄さが増す中、震災当時の
話と共に地域の絆を大切に思う心も芽生え、
いつ遭遇するか判らない災害に備え、尊い32
名の無念な思いを忘れることなく、別の形で
後世に語れる安全なまちづくりの一端にと、
皆さんが励んでいます。４月の中旬頃が芝桜

震災地すべり跡地の環境美化整備ボランティア活動

の見頃です。蛍の出る頃は夜にも多くの人が

この地は1995年１月17日に発生した阪神

訪れるようになりました。是非又足を運んで

大震災の地すべり跡地の環境美化整備活動を

みてください。

地域の皆さんが中心となり、西宮市や県外の

「ゆりの会」世話人代表

各 地 か ら も 作 業 に 参 加 を 戴 き、又 地 域 の 方

郷上

勲

（475軒）による廃品回収活動のご協力により、
西宮市からの奨励金支援を得て活動しており
ます。

を伴う地域まちづくりの功績を評価され、２
つの大臣表彰を受けました。行政だけの頼り
は難しく、地域の皆さんと共にそれぞれの持
ち場を補完してなしえた事です。
日頃は作業に携わっていただく方々を募る

牛

為に色々なイベントを企画しており、その一

かくれんぼ坊やここだと木の実落つ 久 美 子

国土交通省から災害地復興支援活動と美観

ときよし

道関係者からも関心が寄せられています。

又三郎暴れて落ちる木の実雨

ります。朝日、神戸、読売新聞、テレビ等の報

あ きら

害を学ぶ場所として訪れる人々が増加してお

水害の街に明日隔てなく

校の子供たち、最近では各地の関係団体が災

み かよ

て訪れる方々、朝夕の散策、幼稚園児、小中学

木の実落つ一番星の見ゆる頃

より景観を楽しみ、甲山へ通じる登山道とし

山

が、季節の折々に咲く花の美しさを求め遠路

第三百十七回句会

名月や家並低き上京区

携わる皆さんの苦労は計り知れないものです

−クラブ俳句同好会−
兼題 ﹁月一切﹂﹁木の実落つ﹂及び当季雑詠

震災後雑草の荒野を現在の状況にする為に、

つに東日本の大震災の方々に私どもが体験し
た震災後の活動の絵手紙を募り、皆さんから

【今後の予定と兼題】
第三百十八回句会 平成25年11月11日
兼題 「新米」「夜長」当季雑詠
※出句は5句

集められた義援金に添えて、大槻町の平野総
務部長が関西に来られたのでお届けしました
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