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●真実かどうか

つのテスト

第1525回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

一昨日の２月15日、12RCで2クラブの周年
式典があり、私と井伊幹事が出席しました。昼
は、高槻西RCが創立25周年（グランフロント
大阪）、夜は、茨木東RC創立40周年（リーガロ
イヤルホテル）式典・祝賀会でした。

平成26年2月24日

卓話 「創薬研究の流れについて」
大日本住友製薬株式会社
総合研究所 グループマネージャー・薬学博士
采 輝昭 様
瀧川パスト会長ゲスト

私の本年度のテーマ「クラブの伝統を継承し、
改革への挑戦」から、過去3回クラブの伝統を
振り返りました。
本日は2004-2005年度、
「小林PP」時期です。
そ の 時 の 活 動 方 針 で は、2005年2月23日 に
ロータリーは100周年を迎えます。そして我が
吹田西RCは25周年という節目を迎えることに
なりました。この記念すべき年度に当たり、RI
会長は「ロータリーを祝おう」、地区ガバナー
は「ロータリー 100周年を記念しよう」、吹田
西RC会長は「ロータリーを見つめ直そう」と
いいました。
そして、RI100周年・吹田西RC25周年実行
委 員 長 は「梶 山PP」が 務 め ら れ て い ま す。
RI100周年では、吹田、千里、吹田西、吹田江坂、
千里メイプルの5RC合同で、吹田市片山公園に
桜の木の植樹がなされています。
2005年２月21日に吹田西RC25周年・吹田
江坂15周年合同式典が行われました。そして
RI100周年記念例会、ガバナー公式訪問でもあ
りました。
スリランカから、コロンボセントラルRC・
ビヤガマRC、計12名の訪問団が来日し、京都
見物、アサヒビール工場見学、吹田市長訪問、
ウェルカムパーティ、の「おもてなし」をして
います。そして盛大な記念式典・祝宴となっ
た年度でした。

今週の歌「北国の春」

先週内容
会長挨拶

石﨑会長

ソチ冬季オリンピックの熱戦が伝えられて
い ま す。15歳 の 最 年 少 か ら41歳 の 最 高 齢 レ
ジェンドメダリストなど感動もあります。現
在まで唯一の金メダル、フィギュア男子の羽
生選手は「日本国民として表彰台で日の丸を
掲げ、国歌を歌えることを誇りに思います」と
19歳の現代若者としては素晴らしいコメント
をしていました。あと一週間、期待して応援し
ましょう。

世界理解月間

次週 第1526回 例会予告

●みんなのためになるかどうか

本日の卓話は、瀧川パスト会長によるロー
タリー創立記念日に因んで「吹田西ロータリー
クラブの歴史」となっております。我がクラブ
の伝統を学んでいただきたいと思います。

平成26年3月3日

卓話 「ナコムパノム報告書」 小林地区国際奉仕委員
Weekly No. 1525は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1526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）
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◦茨木RC様より例会ご案内が届いております。
「カンボジアにおける人道奉仕」についての
プレゼンテーションです。回覧いたします
ので出席ご希望の方はご記入下さい。
◦例会終了後、新会員のレクチャーを開催し
ますのでメイプルルームに集合してくださ
い。
米山奨学生 謝 雯さんに奨学金授与

ゲ

ス

ト

米山奨学生

佐藤委員
謝

出席報告

雯

様
澤井委員長

●会 員 数 50名 ●来
客
1名
●出席会員数 37名 ●本日の出席率 88.10％
●1月20日の出席率（メーキャップを含む） 100％

次年度地区委員に委嘱状

幹事報告

社会奉仕委員会

大藤委員長

⒈吹田市安心安全の都市づくり市民会議の参
加者の募集をいたします。3月29日（土）午
後2時から4時までメイシアター大ホールに
て開催いたします。

井伊幹事

⒉社会奉仕事業として吹田市立こども発達支
援センターへのスロープの寄贈について、2
月20日（木）に納入いたします。尚、セレモ
ニーは３月下旬に行いますので、追ってお
知らせいたします。
◦地区より次年度地区委員の方への委嘱状が
届きましたのでお渡しします。
・国際奉仕委員 小林 哲 会員
・国際奉仕委員 木田昌宏 会員
・㈶人道的補助金小委員会
地区補助金・グローバル補助金担当グループ委員
長屋 興 会員

米山記念奨学会委員会

荻田委員長

本日、小林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。

◦今週21・22日と地区大会がせまって来まし
た。地区より、大会用名札と「ご案内とお願
い」が届いております。各テーブルにお配り
しましたのでお持ち帰り下さい。当日は忘
れずに会場へご持参下さい。また、家族の集
い、櫻井よし子氏の講演会への入場整理券
が数枚ありますので、ご希望の方はお申し
出下さい。

ゴルフ同好会

阿部会員

クラブ対抗戦ゴルフコンペのお知らせ
日 時
場 所
集 合
スタート

◦次年度ロータリー手帳の受付が届きました
ので、回覧致します。ご購入希望の方はお申
し込み下さい。

平成26年４月16日（水）
関西カントリークラブ
8時25分
9時07分

3連勝を皆様の力で勝ちとりましょう。
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ニコニコ箱

認証状伝達式は、1981年3月14日に大阪北
区の新阪急ホテルで、同じ年度に前後して創
立された、大阪港（現大阪リバーサイド）、箕
面中央（現箕面千里中央）と3クラブ合同で開
催し、認証状の伝達を受けました。
創立メンバー（チャーターメンバー）は34名。
当時の266地区として88番目のクラブとして
誕生いたしました。
認証状伝達式の時は、37名に拡大されてい
ました。

橋本（徹）SAA

◆井伊会員
今週は地区大会ですので出席よろしくお
願いします。
◆尾家会員
今日は新入会員レクチャーです。どう
ぞよろしく。
◆家村会員
連続欠席のおわび。
◆瀧川会員
本日の卓話よろしく。

＊どうして吹田西クラブが創立されたか？
時代は、日本経済の発展期で、江坂地区も企
業や店舗が増加し賑やかになり人口も増加し
てきました。創立20周年を迎えるスポンサー
クラブの吹田RCも、メンバーが70名を超え、
摂津RC、吹田北RC（現千里）に続く3番目のク
ラブとして新クラブの創立を計画し、この年
度のRI会長のロルフJ・クラリッヒ氏が組織の
拡大を提唱されている事もあって具体化いた
しました。

◆木下会員
2月度ゴルフ月例会優勝させて頂きま
した。クラブチャンピオンめざして精
進致します。
◆大藤会員
インフルエンザ完治から2週間たちま
した。
◆清水会員
前回2回欠席のおわびです。足のギブス
も取れました。

当時の266地区ガバナーの伊瀬芳吉氏の要
請もあって、吹田クラブの名張隆政氏が特別
代表に任命され、当時吹田クラブのメンバー
であった山出敬二氏が特別代表補佐となって、
地域の企業団体の江坂企業協議会（当時は西
南吹田企業協議会）を中心に、後ほどメンバー
となった当時の池田銀行、大阪銀行、大和銀行
の各支店長等の紹介で会員候補者を集めまし
た。

◆荻田会員
謝雯（シャブン）さんの例会出席日の
連絡を忘れていてごめんなさい。
──────────────────
本日のニコニコ箱
24,000円
累計のニコニコ箱
1,085,000円

卓

話

「吹田西RC創立の歴史」

キーメンバーとして、駒井茂春氏（ダスキン）
臼井一馬氏（アシックス）、井上昌美氏（ヤク
ルト）、井上隆氏（井上病院）、西浦守氏（吹田
市歯科医師会会長）を選び、仮事務所として山
出氏の好意で山出ビルの一室を提供頂き、事
務員を採用して創立準備事務所を開設いたし
ました。

瀧川パスト会長

初代の会長として、江坂に本社屋があった
大同生命の相談役で、大阪北クラブに在籍さ
れていた益邑健氏を伊瀬ガバナーや、大阪北
クラブの好意で引き受けていただける運びと
なり、事務所も大同生命本社ビル（当時の）の
一室を提供して頂き、順調にスタートを切る
ことが出来ました。益邑会長は仮クラブ年度と、

我がクラブ、吹田西ロータリーは1980年6
月12日に仮クラブの創立総会を開き、翌日の6
月13日に国際ロータリーより正式加盟を承認
されました。
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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
次の年度と二期会長を務めました。
例会場の選択は、多くの候補場所の中から
新大阪と東三国の中間にあるホテル「共済会
館新大阪」にさせていただきました。
例会日は金曜日の夜6時から7時とし、地区
内でも珍しい夜の例会といたしました。ただ、
クラブ事務所と例会場が離れているので何か
と苦労があり、幹事が大変だった思い出があ
ります。
当時はクラブのテリトリー（区域）は厳格で、
同じ地区に新クラブの創立は認められなかっ
たのですが、吹田クラブの好意で同じ地区を
共有する２階建てとなっておりました。現在
はこの規制も緩やかになり吹田市全域がテリ
トリーになっており、４クラブで共有してい
ます。

15周年記念事業
スリランカ 吹田西ロータリー村へ児童公
園寄贈（ビスワカラ、ロータリー村）
20周年記念事業
江坂東急ビル入り口に（真実の口）レプリカ
設置
25周年記念事業
ロータリー 100周年記念として、吹田5クラ
ブで、吹田市片山公園に桜の木を植樹
30周年記念事業
岡本太郎氏の作品であるモニュメント、通
称（リオちゃん）を豊津公園に修復し移設展
示（吹田市教育委員会所管）
2014年2月16日現在の在籍会員数は50名
最年少は42歳、最年長は87歳
平均年齢は63.04歳

久 美 子

兼題 ﹁梅﹂﹁冴返る﹂及び当季雑詠

角々と自由奔放梅の枝

あ き ら

かく かく

梅香る隣の客も言の葉に

牛

創立記念事業
吹田市立市民病院玄関先に時計塔を建設し
寄贈

第三百二十一回句会

み か よ

＊記念事業

山

江坂にスリランカ領事館が開設された事で、
吹田市とモラトワ市が、1982年に友好都市締
結をしそれが縁になって、スリランカコロン
ボセントラルRCとの交流が始まり、1987年に
姉妹クラブの締結をしました。

−クラブ俳句同好会−

信号の赤鮮やかに冴返る

1985年にスリランカを8名のメンバーが訪問。
井上（昌美）会長、平塚幹事、山出、紙谷、瀧川、
小川、橋本（治）、楠本会員。

平均在籍年数は16年5 ヵ月です。

行きしものあり春泥の獣道

1983年9月 に 事 務 局 を 東 急 イ ン に 移 転、
1984年1月から例会場も東急インに代わり、
それ以来今日までお世話になっています。
年会費は創立時170,000円でしたが、2年目
から200,000円となり、その後何度か変更され、
270,000円から現在の300,000円となってい
ます。

【今後の予定と兼題】
第三百二十二回句会 平成26年3月17日
兼題 「啓蟄」「蒲公英」当季雑詠
※出句は7句

10周年記念事業
豊津公園内に時計塔を建設寄贈
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