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卓話 「職業奉仕　炉辺談話報告」 榎原委員長
 「私の職業」 佐藤会員
Weekly No. 1521は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1522は田中（孝）委員長が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 石﨑会長

先週内容

次週 第1522回 例会予告　平成26年1月27日

卓話 「認知症について」 坂口パスト会長

今週の歌 「四つのテスト」

第1521回例会　平成26年1月20日

◆石﨑会長
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

◆中堀会員
ニコニコ協力に賛同して！

◆毛利会員
謹賀新年。
昨日、後期高齢者になりました。誕生
祝ありがとうございます。

◆梶山会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしく。

◆長屋会員
新年あげましておめでとうございます。
年末、村井さん、小林さんには色々と
ご迷惑をおかけしました。ありがとう
ございました。

◆小川会員
新年おめでとうございます。今年も楽
しいロータリーライフを過ごしましょう。

◆仲辻会員
新年おめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。

◆青木会員
新年澁谷でとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。

◆鈴木会員
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

◆紙谷会員
本年も宜しくお願い致します。

◆澁谷会員
新年お目出ございます。本年も宜しく
お願いします。

◆宮川会員
おめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

◆新井会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。

◆河邊会員
新年明けましてお目出とう御座居ます。

◆橋本（芳）会員
年男です。本年もよろしくお願いします。

◆郷上会員
おめでとうございます。

皆様、新年あけましておめでとうございます。
すこやかで、すがすがしい新年をお迎えのこ
とと存じます。

新年（2014年）の干支については、「甲午（き
のえ・うま）」・・・字義では “古い殻を破り、
新たな成長の礎を築く年”といわれています。

前回の午年、2002年は戦後最長の景気拡大
期（いわゆる “いざなみ景気”他に “小泉景気”
などとも称される）が始まった年です。

ロータリー理解推進月間

◆阿部会員
新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。

◆村井会員
年賀状有難う御座居ました。

◆本田会員
明けましておめでとうございます。一
休和尚曰く、「門松は冥土の旅の一里塚
めでたくもありめでたくもなし」

◆井伊会員
新年明けましてお目出とうございます。
本年もよろしくお願いします。
◆尾家会員
明けましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。

◆田中（慶）会員
明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。

◆榎原会員
新年明けましておめでとうございます。
新年そうそうバッチ忘れました。

◆瀧川会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしく。

◆田中(孝)会員
新年あけましておめでとうございまず。
本年もよろしくお願いします。

◆小林会員
おめでとうございます。

◆堀会員
新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

◆瀬川会員
今年はしっかり運動をして5キロ減ら
したいです。

◆阪本会員
甲馬のように今年は元気で走ります。

◆佐藤会員
12/16のクリスマスパーティ例会に欠
席してしまいました。

◆清水会員
新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い致します。

年末に少々ひざをケガしましたが、年
男なのでがんばります！

◆島田会員
病気：回復するも養生第一。今年のお
みくじです。昨年は色々な病気を経験、
不安、体力低下を痛感。人の心もいろ
いろ感じました。皆様元気に頑張りま
しょう。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 105,000円
 累計のニコニコ箱 959,000円

政治：小泉首相が日朝首脳会談、拉致被
害者５名が帰国
社会：小柴昌俊氏がノーベル物理学賞、
田中耕一氏がノーベル化学賞を受賞
スポーツ：サッカー日韓W杯開催、日本
がベスト16に躍進
海外：ユーロの流通が開始

ロータリーは１月を「ロータリー理解推進
月間」としています。年の始め、気持ちを新た
に1月27日のポール・ハリスの命日をしのび、
創立者の心を継承する。そのため、「会員にロー
タリーについて知識と理解を深めてもらい、
同時にロータリアン以外の、一般市民にもロー
タリーのことをよく知ってもらうためのプロ
グラムを実施する月間です。」

昨年12月21日は茨木西RCの20周年式典に
幹事共々出席しました。韓国姉妹クラブ、タイ
国ドリームチーム合わせて60名ほどの参加者
で、盛大な式典でした。今年度はこの12RCで
あと3クラブの周年式典があります。

ロータリー年度も折り返し点を廻り、後半
に入りました。ロータリー川柳に、「この役も
あと半分と寝正月」「前半期終え会長爽かに」
とありましたが、2月は地区大会など控えてい
て、私にはまだまだ余裕がないようです。あと
半年ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

米山奨学生  謝 雯さんに奨学金授与
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◆石﨑会長
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

◆中堀会員
ニコニコ協力に賛同して！

◆毛利会員
謹賀新年。
昨日、後期高齢者になりました。誕生
祝ありがとうございます。

◆梶山会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしく。

◆長屋会員
新年あげましておめでとうございます。
年末、村井さん、小林さんには色々と
ご迷惑をおかけしました。ありがとう
ございました。

◆小川会員
新年おめでとうございます。今年も楽
しいロータリーライフを過ごしましょう。

◆仲辻会員
新年おめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。

◆青木会員
新年澁谷でとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。

◆鈴木会員
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

◆紙谷会員
本年も宜しくお願い致します。

◆澁谷会員
新年お目出ございます。本年も宜しく
お願いします。

◆宮川会員
おめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

◆新井会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。

◆河邊会員
新年明けましてお目出とう御座居ます。

◆橋本（芳）会員
年男です。本年もよろしくお願いします。

◆郷上会員
おめでとうございます。

幹事報告 井伊幹事
◦RI日本事務局より、ロータリー財団寄付に
よるマルチプルフェローのピンが届きまし
たのでお渡し致します。
石﨑会長　マルチ　２回目
尾家会員　マルチ　４回目
澁谷会員　マルチ　１回目

◦ロータリの友事務所より「ロータリーの友」
電子版のご案内が届きました。閲覧方法は
下記の通りです。

電子版の閲覧方法
ロータリの友のホームページ
　www.rotary-no-tomo.jp　にアクセスし
て、『ロータリーの友』電子版をクリック
してください。
IDとパスワードを要求する画面が出てき
ますので、下記、ご入力ください。
 ID  rotary
 パスワード rotary

◦ロータリーの友１月号が届きましたのでお
配りします。

◦千里RC様より、春のライラ報告書が届きま
した。ご希望の方は受付にありますので、お
持ち帰りください。

◆阿部会員
新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。

◆村井会員
年賀状有難う御座居ました。

◆本田会員
明けましておめでとうございます。一
休和尚曰く、「門松は冥土の旅の一里塚
めでたくもありめでたくもなし」

◆井伊会員
新年明けましてお目出とうございます。
本年もよろしくお願いします。
◆尾家会員
明けましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。

◆田中（慶）会員
明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。

◆榎原会員
新年明けましておめでとうございます。
新年そうそうバッチ忘れました。

◆瀧川会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしく。

◆田中(孝)会員
新年あけましておめでとうございまず。
本年もよろしくお願いします。

◆小林会員
おめでとうございます。

◆堀会員
新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

◆瀬川会員
今年はしっかり運動をして5キロ減ら
したいです。

◆阪本会員
甲馬のように今年は元気で走ります。

◆佐藤会員
12/16のクリスマスパーティ例会に欠
席してしまいました。

◆清水会員
新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い致します。

誕生御祝－１月

 昭和 44 年 1 月 13 日 阪本会員ご夫妻
 昭和 62 年 1 月 17 日 阿部会員ご夫妻
 平成 7 年 1 月 22 日 荻田会員ご夫妻
 昭和 32 年 1 月 30 日 中堀会員ご夫妻
         以上4組

結婚御祝－１月

小林副委員長国際奉仕委員会

１．本年度の国際奉仕事業であるクリーン・
ウォーター・プロジェクトの譲渡式出席の
ため、石崎会長をリーダーとする６名の代
表団が２月９日より訪タイの予定でしたが、
首都バンコクを中心にした政情不安定のた
め、代表団派遣を中止せざるを得なくなり
ました。
　現地からの情報では、今月13日から反政権
側がバンコクを封鎖し、首都の機能麻痺に
よる政権打倒を表明しました。それに対抗
して、政権側は全国の支持者を動員して封
鎖阻止及び解除をする旨を発表しました。
もしそのような事態になれば、双方の衝突
は必至で、軍隊の出動がやむなきに至るで
しょうし、政権側は２月２日に予定されて
いる総選挙の為の立候補の登録を先日締め
切りましたが、選挙をすれば全く勝算のな
い反政権側が、勢力下にあるバンコクとタ
イ南部各州で登録を阻止したため、選挙を
しても国会の定員に満たず、国会は成立不
可能な状態です。また、公共交通手段（鉄道、
地下鉄、モノレール及び船と航空機）は止め
ないと反政権側は発表していますが、過去
には現政権側が野党時代に飛行場を占拠し
た事実もあり、もし我々が滞在中にそのよ
うな事態になれば、帰国することも出来な
くなる恐れがあり、現時点では我々の安全
と行動の自由が保障され無い可能性が有り
ます。２月９日までに、状況が沈静化する可
能性もないとは言えませんが、今回は中止
をし、いずれ情勢が安定した時点で、再度勘
考したいと思います。
　尚、以前お知らせしましたように、基金は既
にナコンパノムＲＣへ送金されており、プ
ロジェクトそのものは、２校とも昨年11月
に完成し、既に生徒達が清潔で冷たい水を
飲料水として使用しています。

出席報告
●会　員　数 50名 ●来　　　客 1名
●出席会員数 45名 ●本日の出席率 95.74％
●12月2日の出席率（メーキャップを含む） 100％

澤井委員長

年末に少々ひざをケガしましたが、年
男なのでがんばります！

◆島田会員
病気：回復するも養生第一。今年のお
みくじです。昨年は色々な病気を経験、
不安、体力低下を痛感。人の心もいろ
いろ感じました。皆様元気に頑張りま
しょう。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 105,000円
 累計のニコニコ箱 959,000円

マルチプルフェローの表彰

ゲ　ス　ト 堀委員

 米山奨学生  謝　  雯　  様

タイ国ナコンパノム県への
代表団派遣中止のお知らせと
地区国際奉仕委員会情報

２．フィリピンへの台風災害義援金
　昨年レイテ州を中心に発生した災害への義
援金を当クラブも地区に供出しましたが、
この義援金の寄付も人道的国際奉仕事業と
して認める旨の決定が地区国際奉仕委員会
でなされました。従って、本年度の当クラブ
が実施した人道的国際奉仕事業は今のとこ
ろ、ナコンパノムへのクリーン・ウォーター・
プロジェクトとフィリピンの台風災害への
義援金寄付の二つと言うことになります。
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◆石﨑会長
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

◆中堀会員
ニコニコ協力に賛同して！

◆毛利会員
謹賀新年。
昨日、後期高齢者になりました。誕生
祝ありがとうございます。

◆梶山会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしく。

◆長屋会員
新年あげましておめでとうございます。
年末、村井さん、小林さんには色々と
ご迷惑をおかけしました。ありがとう
ございました。

◆小川会員
新年おめでとうございます。今年も楽
しいロータリーライフを過ごしましょう。

◆仲辻会員
新年おめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。

◆青木会員
新年澁谷でとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。

◆鈴木会員
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

◆紙谷会員
本年も宜しくお願い致します。

◆澁谷会員
新年お目出ございます。本年も宜しく
お願いします。

◆宮川会員
おめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

◆新井会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。

◆河邊会員
新年明けましてお目出とう御座居ます。

◆橋本（芳）会員
年男です。本年もよろしくお願いします。

◆郷上会員
おめでとうございます。

ニコニコ箱 橋本（徹）SAA

◆阿部会員
新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。

◆村井会員
年賀状有難う御座居ました。

◆本田会員
明けましておめでとうございます。一
休和尚曰く、「門松は冥土の旅の一里塚
めでたくもありめでたくもなし」

◆井伊会員
新年明けましてお目出とうございます。
本年もよろしくお願いします。
◆尾家会員
明けましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。

◆田中（慶）会員
明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。

◆榎原会員
新年明けましておめでとうございます。
新年そうそうバッチ忘れました。

◆瀧川会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしく。

◆田中(孝)会員
新年あけましておめでとうございまず。
本年もよろしくお願いします。

◆小林会員
おめでとうございます。

◆堀会員
新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

◆瀬川会員
今年はしっかり運動をして5キロ減ら
したいです。

◆阪本会員
甲馬のように今年は元気で走ります。

◆佐藤会員
12/16のクリスマスパーティ例会に欠
席してしまいました。

◆清水会員
新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い致します。

榎原委員長職業奉仕委員会

下記のとおり炉辺談話を開催いたします。
ご多忙とは存じますがご参加よろしくお願い
致します。

日時　1月23日(木)　PM6:00 ～
場所　くりーん亭
会費　5,000円

山岡副委員長ロータリー財団委員会
本日、荻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す。
ロータリーレートが１月より1ドル102円に
なりましたのでご報告致します。

１．本年度の国際奉仕事業であるクリーン・
ウォーター・プロジェクトの譲渡式出席の
ため、石崎会長をリーダーとする６名の代
表団が２月９日より訪タイの予定でしたが、
首都バンコクを中心にした政情不安定のた
め、代表団派遣を中止せざるを得なくなり
ました。
　現地からの情報では、今月13日から反政権
側がバンコクを封鎖し、首都の機能麻痺に
よる政権打倒を表明しました。それに対抗
して、政権側は全国の支持者を動員して封
鎖阻止及び解除をする旨を発表しました。
もしそのような事態になれば、双方の衝突
は必至で、軍隊の出動がやむなきに至るで
しょうし、政権側は２月２日に予定されて
いる総選挙の為の立候補の登録を先日締め
切りましたが、選挙をすれば全く勝算のな
い反政権側が、勢力下にあるバンコクとタ
イ南部各州で登録を阻止したため、選挙を
しても国会の定員に満たず、国会は成立不
可能な状態です。また、公共交通手段（鉄道、
地下鉄、モノレール及び船と航空機）は止め
ないと反政権側は発表していますが、過去
には現政権側が野党時代に飛行場を占拠し
た事実もあり、もし我々が滞在中にそのよ
うな事態になれば、帰国することも出来な
くなる恐れがあり、現時点では我々の安全
と行動の自由が保障され無い可能性が有り
ます。２月９日までに、状況が沈静化する可
能性もないとは言えませんが、今回は中止
をし、いずれ情勢が安定した時点で、再度勘
考したいと思います。
　尚、以前お知らせしましたように、基金は既
にナコンパノムＲＣへ送金されており、プ
ロジェクトそのものは、２校とも昨年11月
に完成し、既に生徒達が清潔で冷たい水を
飲料水として使用しています。

年末に少々ひざをケガしましたが、年
男なのでがんばります！

◆島田会員
病気：回復するも養生第一。今年のお
みくじです。昨年は色々な病気を経験、
不安、体力低下を痛感。人の心もいろ
いろ感じました。皆様元気に頑張りま
しょう。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 105,000円
 累計のニコニコ箱 959,000円

　平成25年12月18日、茨木カントリー西
コースにて、会員18名、夫人2名、計20名
の参加がありました。

  OUT IN  GROSS HDCP NET 

優勝 村井正雄会員 47 39 86 8.0 78.0
２位 木下基司会員 44 47 91 16.8 74.2
３位 石﨑延子夫人 59 58 117 36.0 81.0

　雨の中でのプレーでしたが、楽しんでい
ただけたと思います。

　表彰式はくりーん亭にて行いました。

橋本（芳）会員ゴルフ同好会

第2回吹田西RC
石﨑会長杯ゴルフコンペの結果

炉辺談話のお知らせ

２．フィリピンへの台風災害義援金
　昨年レイテ州を中心に発生した災害への義
援金を当クラブも地区に供出しましたが、
この義援金の寄付も人道的国際奉仕事業と
して認める旨の決定が地区国際奉仕委員会
でなされました。従って、本年度の当クラブ
が実施した人道的国際奉仕事業は今のとこ
ろ、ナコンパノムへのクリーン・ウォーター・
プロジェクトとフィリピンの台風災害への
義援金寄付の二つと言うことになります。
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◆石﨑会長
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

◆中堀会員
ニコニコ協力に賛同して！

◆毛利会員
謹賀新年。
昨日、後期高齢者になりました。誕生
祝ありがとうございます。

◆梶山会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしく。

◆長屋会員
新年あげましておめでとうございます。
年末、村井さん、小林さんには色々と
ご迷惑をおかけしました。ありがとう
ございました。

◆小川会員
新年おめでとうございます。今年も楽
しいロータリーライフを過ごしましょう。

◆仲辻会員
新年おめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。

◆青木会員
新年澁谷でとうございます。本年もよ
ろしくお願い致します。

◆鈴木会員
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

◆紙谷会員
本年も宜しくお願い致します。

◆澁谷会員
新年お目出ございます。本年も宜しく
お願いします。

◆宮川会員
おめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

◆新井会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。

◆河邊会員
新年明けましてお目出とう御座居ます。

◆橋本（芳）会員
年男です。本年もよろしくお願いします。

◆郷上会員
おめでとうございます。

◆阿部会員
新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。

◆村井会員
年賀状有難う御座居ました。

◆本田会員
明けましておめでとうございます。一
休和尚曰く、「門松は冥土の旅の一里塚
めでたくもありめでたくもなし」

◆井伊会員
新年明けましてお目出とうございます。
本年もよろしくお願いします。
◆尾家会員
明けましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。

◆田中（慶）会員
明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。

◆榎原会員
新年明けましておめでとうございます。
新年そうそうバッチ忘れました。

◆瀧川会員
明けましておめでとうございます。本
年もよろしく。

◆田中(孝)会員
新年あけましておめでとうございまず。
本年もよろしくお願いします。

◆小林会員
おめでとうございます。

◆堀会員
新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

◆瀬川会員
今年はしっかり運動をして5キロ減ら
したいです。

◆阪本会員
甲馬のように今年は元気で走ります。

◆佐藤会員
12/16のクリスマスパーティ例会に欠
席してしまいました。

◆清水会員
新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い致します。

年末に少々ひざをケガしましたが、年
男なのでがんばります！

◆島田会員
病気：回復するも養生第一。今年のお
みくじです。昨年は色々な病気を経験、
不安、体力低下を痛感。人の心もいろ
いろ感じました。皆様元気に頑張りま
しょう。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 105,000円
 累計のニコニコ箱 959,000円

【今後の予定と兼題】
　第三百二十一回句会　平成26年2月17日
　兼題 「冴え返る」「梅」当季雑詠　　　　※出句は7句

－クラブ俳句同好会－
第三百二十回句会
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