SUITA EWST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN
Weekly No.1517 ／ 平成25年12月2日

国際ロータリー第2660地区

吹田西ロータリークラブ
ウイークリー 2013-2014
■創立 1980.6.12
事務所

〠564-0051 吹田市豊津町9番40号 江坂東急ビル1F
☎（06）6338-0832 FAX（06）6338-0020
URL http://www.suita-west-rc.org
新大阪江坂東急イン
〠564-0051 吹田市豊津町9番6号 ☎（06）6338-0109
毎月曜日 18:00〜19:00
会長：石﨑克弘 幹事：井伊圭一郎 会報委員長：田中孝男

例会場
例会日
役 員

4

つのテスト

●真実かどうか

第1517回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

これは、ポール・ハリスの最初の自叙伝「ロー
タリーの創設者・ポール・ハリス」に書かれ
ていますが、ロータリークラブは、最初の頃は
会員の資格は一年だけで、一年間出席状況の
悪い会員は、次の年は会員になれなかったの
です。そして例会に出席すれば、理由の如何を
問わず50セントの罰金を払わされ、この罰金
でクラブの運営を行ったと書かれています。
即ちロータリーは、最初から出席について非
常に厳しく、会員までも一年毎のローテーショ
ンと定めたのが、ロータリーという名前になっ
た理由の一つだと、ポール・ハリスは書いて
います。
この会員のローテーションが、ロータリー
の名前の由来の一つであるということが、ほ
とんど言われないのは何故でしょうか・・・。

平成25年12月2日

卓話 「世界経済の現状と見直し」
野村證券江坂営業所
所長 古武 弥尚 様
髙木委員長ゲスト
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、第2660地区ガバナー杯野球大会が
昨日終了しました。後ほど清水キャプテンか
ら報告があるものと思います。
今日はロータリー情報の一つを紹介します。
ロータリーという名前の由来は、例会場が転々
と変わったこと、また会長もローテーション
したことによると、通常言われていますが、更
にもう一つの由来があります。

家族月間

次週 第1518回 例会予告

●みんなのためになるかどうか

幹事報告

◦本日例会終了後、理事会を開催致します。理
事役員の方はお集まり下さい。

ゲ

ス

ト

木下委員

関西大学国際学部 教授

澤山 利広 様

医療法人瑠璃会AYクリニック 看護師

中井 隆陽 様

出席報告

平成25年12月9日

井伊幹事

澤井委員長

●会 員 数 50名 ●来
客
2名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 95.45％
●10月21日の出席率（メーキャップを含む）100％

卓話 「年次総会」
Weekly No. 1517は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1518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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誕生御祝−１２月

け悔しかったですが、とても面白い楽し

会員

い良い試合でした。そして「野球は2アウ

昭和 28 年 12 月 3 日

本田会員

トから！」と言うのが思い知らされた試

昭和 12 年 12 月10 日

尾家会員

合でした･･･。

昭和 35 年 12 月17 日

木田会員

来年の甲子園大会も今大会の結果は考
以上3名

慮されない親睦大会なので、次のガバナー

会員夫人

杯リベンジに向けて弾みがつくよう出場
12 月18 日

澤井会員夫人

申請したいと思います。皆様、応援本当に

12 月22 日

佐藤会員夫人

ありがとうございました。

12 月29 日

梶山会員夫人
以上3名

ロータリー財団委員会

山岡副委員長

本日、木下会員より、特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会

荻田委員長

本日、木下会員より、特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

野球同好会

ニコニコ箱

◆仲辻会員
愛馬ジェンテイルドンナ号がジャパン
カップで史上初の連覇を達成しました。
金婚式に最高の贈物でした。

清水会員

第25回第2660地区ガバナー杯争奪
軟式野球大会 結果報告

◆仲辻会員
結婚式のお花ありがとうございました。
私共11月24日、金婚式でした。

第4戦 11月24日㈰ 箕面関西電力総合運動場
対大阪うつぼRC戦
第４戦結果
チーム名 一 二 三 四 五
大阪うつぼ 4 3 0 0 2
吹田西 0 0 5 2 0

橋本（徹）SAA

計
9
7

◆尾家会員
御無沙汰でした。欠席ばかりで申し訳
ありません。

2勝1敗で迎えた第4戦、勝つか引き分け

◆𠮷田会員
マツダの360ccの軽自動車から始まり
500ccと戦後の自動車の発展に併せて
新車が出るごとに30台ほど乗換えてマ
ツダのオーナークラブの会長も務め平
成8年にマツダ・センチア3000ccに乗
換えたがその後マツダはフォードとの
提携で3000ccクラスを発売しなくな
り現在もこの車に乗っています。10月
に車検走行距離17年間95,000km現在
は一ヶ月300kmで燃費は7km程車検費
用35万円税金割増で地球温暖化いかが。

でブロック1位となり決勝戦に進出、負け
ればブロック3位となってシーズン終了と
なる一戦。序盤一気に7点を奪われ劣勢に
立たされましたが、すぐさま反撃で7点を
奪い同点！この回を抑えると決勝進出が
決まる最終回表、2死ランナー無からまさ
かの2失点。その裏、2死2・3塁で一打同
点の場面まで行ったのですが、残念なが
ら後続を断たれ無念の敗戦となりました。
2660地区で強豪八尾東RC以外に初めて負
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◆髙木会員
関西大学国際学部澤山教授をお迎えし
ます。よろしくお願いします。

◆橋本（徹）会員
皆様のご協力ありがとうございます。

◆橋本（芳）会員
野球負けました。次回又がんばります。
応援よろしくお願いします。

◆杦本会員
まいど１号、宇宙ロボットのチャレン
ジをしてものづくりの心を紹介してい
ただきました。本日日経新聞朝刊に大
きな見開きで掲載してもらいました。

◆清水会員
ガバナー杯お疲れ様でした！ついに八
尾東以外に負けてしまいました。来年
はリベンジ!!

──────────────────
本日のニコニコ箱
81,000円
累計のニコニコ箱
722,000円
──────────────────

◆紙谷会員
ガバナー杯野球負けてしまいました。
すいません。
◆堀会員
昨日のガバナー敗で逆転の流れを断ち
切る珍プレーをやってしまいました。
申し訳ございません。来シーズン頑張
ります。

◎橋本（徹）SAA

◆田中（孝）会員
結婚記念日のお花ありがとうございま
した。

今月は血液型毎に席を設けております。
A 型…【運勢・性格全般】常に変革を
求める人生です。黙々と努力して勝利
を勝ち取る人。まじめさ誠実さにおい
ては他のどんな血液型にもまさってい
ます。
【仕事・お金】金銭感覚は現実的で、
必要とあれば購入します。貯金はでき
ないタイプなので、天引貯金や財形貯
蓄が向いています。

◆小林会員
中堀長老が受付に座っておられると素
通りできません。
◆木下会員
46歳の誕生日を無事に過ぎ、父親より
長生きになりました。ありがとうござ
います。

B 型…【運勢・性格全般】周囲を気に
せずマイペースで歩む人生です。何事
に対しても自由奔放につき進んでいく
人。性格の素直さにおいては他のどん
な血液型にもまさっています。
【仕事・
お金】仕事面でもチャンスを敏感にか
ぎわけて、良い仕事を物にしていくＢ
型。金銭面では、のんびりしていて騙
されやすいと思われがちですが、天性
のするどい勘が働くので決して悪徳商
法にひっかかったりはしません。

◆西村会員
2回続けて休んだおわびと木下さんの
入会を祝して。
◆本田会員
橋本芳信会員いつもありがとうござい
ます。来年もよろしく。
◆大藤会員
野球部の皆さん申し訳ありませんでし
た。
◆伊藤会員
すいませんでした。野球大会で打てず。

11 月目標達成記念のくす玉割り
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O 型…【運勢・性格全般】目的に向かっ
て突進する人生です。苦難に耐えうる
生命力と強い意志を持った人。一つの
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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
ことをまっとうしようとするバイタリ
ティにおいては他のどんな血液型にも
まさっています。
【仕事・お金】努力家
だけど器用ではないＯ型。割と悩まず
に、大胆な買物をするタイプなのでク
レジットカードは、あまり持ち歩かな
いほうが良いかも。

５．国際協力サービスラーニングでの心がけ
６．Philippine Children Project（PCP）
派遣前研修→現地活動→派遣後研修
７．グローカル人材に求められる能力と価値観
スキル
ディシプリン

AB型…【運勢・性格全般】人間関係が
波瀾に富む人生です。クールに見えて
も献身的な人。頭の回転の速さにおい
ては他のどんな血液型にもまさってい
ます。
【仕事・お金】人が見ていないと
ころでもまじめに働き、お金を貸して
も相手に「返して」と言えないので、忘
れられてしまうことも。

コンピテンシー
日本（人）的美徳
Philippine Children Project (PCP)は、日本から
の大学生や社会人が、フィリピン共和国のロー
タリークラブが支援する児童養護施設におい
て、国際情操教育協力、具体的にはリコーダー

卓

を用いた音楽などの授業を行うサービスラー

話

ニング活動です。

「次世代の海外経験の学び」
関西大学国際部
教授 澤山 利広 様

サービスラーニングとは、理論学習と関連し
たボランティア活動を通して、学生の自尊心
やシチズンシップを涵養する学びであり、派
遣前準備、現地活動、帰国後の振り返りからな
る社会貢献型の体験学習です。
日本からの参加者は、移転可能なスキルを派
遣前研修で習得します。現地では挨拶や時間
厳守などの日本人的美徳を大切にしながら、
他者への献身を実践します。帰国後は現地体
験の文字化、言語化、映像化を通じて参加者自

１．ボランティアの定義
公共の利益を目的とした自発的意志での

身が、高い成果を生み出すための行動特性、す

取り組み

なわちコンピテンシーを育みます。

２．国際（協力）ボランティアの定義
国際的な諸問題やプロジェクトに関連し
たボランティア活動
３．国際（協力）ボランティアのタイプ
４．學びとしてのボランティア
サービスラーニング
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