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卓話 「新年度の挨拶」 田中（慶）会長
  井伊副会長
  杦本SAA
 「今年度主要行事予定」 本田幹事
Weekly No. 1540は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1541は郷上委員長が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

次週 第1541回 例会予告　平成26年7月7日

会長挨拶 石﨑会長

先週内容

卓話 「一年間の総括」 　石﨑会長
今週の歌 「四つのテスト」

第1540回例会　平成26年6月30日

本年度も本日、田中慶一会長エレクトによ
る「次年度活動方針」、次週は会長の「一年間
の総括」で終了します。

私のロータリー海外への参画活動を思い出
してみました。

○ロータリー・シンガポール国際大会　1999.6.13～16
126 ヶ国　16600名（2004年大阪大会は
47000名）
参加者：山本（会長）・夫人、藤井（幹事）・夫人、

新井・夫人、石﨑・夫人、小林、河邊、𠮷田、
由上（会員８、夫人４、計12名）
＊小林会員のマレーシア工場見学など、観

光と料理を楽しみました。
＊6/14 シンガポール国際大会参加記念ゴル

フ大会
男子優勝：小林会員、女子優勝：石﨑夫人
ゴルフ途中、スコールに遭い木陰で雨宿り、
びしょ濡れになりました。

○スリランカ・コロンボセントラルRC公式訪
問　2003.2.6～10
参加者：西村（団長）、由上（幹事）、小林、毛利、
河邊、田中、𠮷田、石﨑（8名）
＊職業訓練センターならびに貯水池のオー

プニングセレモニーに参加、テープカッ
トをさせて頂いた。訪問途中、石橋が折れ
バスが立ち往生した。

＊ロータリー村へ訪問、当クラブ会員より
寄贈の鉛筆、ノート、衣類等を持参し大変
喜ばれ、こども達の笑顔が印象に残って
いる。

＊コロンボセントラルRC主催の懇談会に出席。
＊スリランカ料理で、慣習通り食事を手で

食べた。

○大連視察　大連東鴻電路技術有限公司（私
の事務所）訪問　2004.10.21～24
参加者：瀧川、田中（慶）、西村（忠）、石﨑（4名）
＊張睿さん（2004年米山奨学生、大連出身）
の父親（弁護士）に面談。
＊203高地など大連観光。

○タイ・プーケット「スマトラ島沖津波
（2004.12.26）視察　2006.2.21～26
参加者：瀧川、家村、阪本、小林、田中、右松、

ロータリー親睦活動月間

西村（忠）、石﨑（8名）
＊プ ー ケ ッ ト・TSUNAMI  VOLUNTEER  

CENTER を訪問し、皆で義捐金を贈りま
したが、必要なことは人的支援と云われ、
要請を受けました。諸外国から若者のボ
ランティアが大勢いました。

＊津波で駆逐艦級船舶が砂浜より3km先の
丘の上に打ち上げられていた。

＊皆でマッサージしたら、津波にのみ込ま
れ助かったという女の子がいた。

＊皆で晩餐会、右松さんと私は酔って沈没。
その店の名は「ポセイドン！」
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2014. 6.17
ナコンパノム　ロータリークラブ
ラッカナ　チャイイム　会長 様

親愛なる　ラッカナ会長さん

　昨年、我々の会長就任にあたり、貴女、ラッ
カナ　チャイイム会長から丁寧な祝辞と写真を
いただきました。
　早いもので、それから一年が過ぎようとして
いますが、クラブライフをエンジョイされたで
しょうか？

　お陰さまで今年も、我々両クラブで二つの学
校に対するクリーン・ウォーター・プロジェク
トを成功することができました。
　しかしながら、2 月に予定していました、6 名
の派遣団が貴国の政情不安から訪問できず、贈
呈式を迎えられなかったこと、そしてチャイイ
ム会長に会えなかったことが大変残念なことで
した。
　でも、送っていただいた、かわいい子供たち
の水飲む笑顔の写真を見たとき最高の喜びとう
れしさを感じました。
　ここに吹田西ロータリークラブを代表して厚
くお礼を申し上げます。

これからも両クラブの友情・友好は続くことは
事実です。　
今回、お会いできませんでしたが、近い将来面
会できることを信じています。

　　　　　　吹田西ロータリークラブ
　　　　　　2013-2014 年度　会長　石﨑克弘

ナコンパノムRC会長へのメッセージ

June 17th 2014
Rotary Club of Nakhonphanom
President Lakkana Chaiyim

Dear President Lakkana,

ナコンパノムRC会長へのメッセージ（英文）

First of all, I would like to express my thanks for 
your warm congratulatory message and your 
photo sent when I took a position of President 
last year.
I can’ t believe how quickly our year passed. Did 
you enjoy your club life?

We have made our Clean Water Project for two 
schools in our Rotary year with your great 
assistance and cooperation. However, it was very 
disappointed for me to have not visiting to the 
open ceremony held in February because of 
political uncertainty of your country. Our 6 
members expected to have joined our delegates 
also felt sorry that they could not make it .
Even though, we felt very happy to have seen 
photos of lovely children drinking water with 
their smiles.

On behalf of Suita West RC, I thank you again 
from my bottom of my heart.

I  strongly believe that the fellowship and 
friendliness of two clubs will continue forever.  

Before closing my Rotary year and this message, 
I promise you that I will be able to have a chance 
to meet in near future.

Please give my best regards to all your members.

Rotarily Yours,

Katsuhiro Ishizaki
President 2013-2014
Suita West Rotary Club
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◆紙谷会員
先週欠席のお詫び。

◆青木会員
杦本会員、社員の方大勢当院にご紹介賜
り、誠にありがとうございます。

◆小林会員
IMのテーマが未だ決まりませ～ん。

◆郷上会員
ごぶさたしております。

◆佐藤会員
来週は欠席なのですみません！！

◆宮川会員
御無沙汰のお詫び。

──────────────────
 本日のニコニコ箱 17,000円
 累計のニコニコ箱 1,618,550円

ニコニコ箱 西村副SAA

次年度幹事報告 本田次年度幹事

◦次年度前期会費の請求書をBOXへお配りし
ました。振込をよろしくお願い致します。

◦地区より〈若手ロータリアン研修セミナー〉
のお知らせが届きました。名簿を回覧致し
ますので、該当の方はご記入下さい。対象者
は55才未満の方です。

出席報告
●会　員　数 50名 ●来　　　客 2名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 90.48％
●6月2日の出席率（メーキャップを含む） 100％

澤井委員長

大藤委員長社会奉仕委員会
⒈社会を明るくする運動のプレートが４枚届

いています。どなたかご希望の方に差し上
げますので、営業所等にかけて下さい。ご希
望多数の場合はアミダで決定します。

商品例：石鹸、タオル、食器
　　　　飲料など新品で不要なもの
目　的：社会奉仕、国際奉仕活動資金の調達
回収日：7月14日（月）17:30～
　　　　RC例会場にて

バザー商品ご提供のお願い
吹田ローターアクトクラブ

次年度会長　上本ひとみ 様

IM準備委員会 小林委員長

⒉地区より来年の地区補助金の地区審査をパ
スし、財団へ申請させていただいたとの事
です。
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卓　　話卓　　話
田中（慶）会長エレクト「次年度活動方針」

この度、2014-2015年度の会長を務めさせ
ていただくこととなりました。パスト会長・
理事・役員の皆様、各会員の皆様のご支援と
ご協力を賜り、この重責を果たして行きたい
と思っております。何卒、宜しくお願い申し上
げます。

さて今年度も引き続き会員増強に努めると
ともに、クラブ活動への100%出席を維持して
まいりたいと思います。その為にも、親睦活動
の強化をはかり、家族会の参加が多くなるよう、
また、若年層や熟年会員の方への配慮も行っ
てまいります。クラブ会員がさらなる親睦を
深め、すばらしい活動成果を達成していくよ
うに邁進していきたいと思っております。

奉仕活動は、クラブ奉仕・職業奉仕・社会
奉仕・国際奉仕・青少年奉仕の５つの活動が
あります。我々はこの5大奉仕についてさらに
理解を深め、会員の皆様のご協力も賜りながら、
積極的な行動で実践して行きたいと考えてお
ります。活動目標を達成し全員で喜びを分か
ち合いたいと思います。

この５大奉仕を軸にし、ロータリークラブ
活動のさらなる躍進に努めてまいりたいと思
います。

新年度も、皆様のご協力宜しくお願い致し
ます。

－活動方針－
・親睦活動の強化
・５大奉仕を軸にさらなる躍進
・３月のIMを成功させる
・新井ガバナー補佐エレクトへの協力
・35周年式典は、記念例会程度と致します。

石﨑会長　　　　　井伊幹事

一年間ありがとうございました

青木副会長　　髙木プログラム委員長

田中（孝）会報委員長　　澤井出席委員長

橋本（徹）SAA


