
SUITA WEST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

4つのテスト
　●真実かどうか　　●みんなに公平か　　●好意と友情を深めるか　　●みんなのためになるかどうか

吹田西ロータリークラブ 国際ロータリー第2660地区

ウィークリー 2018-2019
■創立 1980.6.12
事務所／〒564-0051 吹田市豊津町9番40号 カリーノ江坂1階　TEL06-6338-0832　FAX06-6338-0020
　　　　URL　http://www.suita-west-rc.org
例会場／新大阪江坂東急REIホテル　〒564-0051 吹田市豊津町9番6号　TEL06-6338-0109
例会日／毎月曜日 18：00～19：00　　役員／会長：大藤辰弘　　幹事：榎原一滋　　会報委員長：水谷徳之

第1701回例会　平成30年7月9日
卓話
　ガバナー補佐訪問
　　RI第2660地区
　　　松尾　　浩 ガバナー補佐

今週の歌

「四つのテスト」

前回内容
会長挨拶	 大藤会長

皆様、こんばんは。今日から新年度が始まります。
今までの吹田西ロータリークラブを踏襲しながら新し
いことにチャレンジしたいと思います。バリー・ラシ
ンRI会長は感動させることをテーマに掲げられまし
た。当クラブはそれを踏まえて、まず感動を与えるた
めに行動しましょう。そして、チャレンジしましょ
う。また、100%の出席も大事ですが、メーキャップ
の機会は休めるためのメーキャップではなく、例会に
参加することで、会員同士の意思の疎通を図り、議論
の絶えない例会を目指しましょう。
当クラブの良いところは、出席免除を申請されても
例会を楽しみにされておられる会員ばかりで、免除の
比率を考えると、ホーム出席率はかなり高いことが、
100%出席率よりも誇りを感じます。若輩の私が最も
見習うべきと考えます。
私の至らない点をご遠慮なくご指摘頂き、次回の例
会が待ち遠しく感じるようなクラブにしていきたいと
存じます。
私の基本は、例会を楽しみにですが、新しいことに
もチャレンジしていきたいと思っております。色々な
ご意見を、お聞かせください。

ゲスト紹介
	 親睦活動委員会　清水（良）副委員長

吹田ロータリークラブ� 新会長　畳谷久仁子 様
京都東ロータリークラブ� 森田　晴夫 様
吹田ローターアクトクラブ� 新会長　新垣　花菜 様

ご 挨 拶� 吹田RAC会長　新垣　花菜 様
本日はご挨拶とお願いで参りました。
9 月28日の「吹田まつり」においてチャリティバ

ザーを行います。
吹田西ロータリークラブの皆様には、例年お品物の
ご協力を頂戴しておりますので、今年もお願いいたし
ます。
7月23日の例会時に頂戴しに上がりますので、何卒

よろしくお願いいたします。

幹事報告	 榎原幹事

本年一年間、幹事の大役を仰せつかりました。皆様
よろしくお願い申し上げます。
1． 7月誕生祝をお渡しします。
2．�財団から大藤会長にPHF＋ 2 ピンが届いており
ますのでお渡しします。

3．�本日例会後に理事会がありますので、ご参集下さ
い。

4．�ロータリーの友 7月号、会員名簿、週報をとじる
ファイルをお配りしました。

出席報告	 出席委員会　河邊委員長

●会　員　数　48名　　出席会員数　43名
●来　　　客　 3名　　本日の出席率　93.33％
● 6月11日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会	 紙谷委員長

7 月 6 日（金）7：45～「社会を明るくする運動」大同
生命ビル前集合
7月 8日（日）10：00～「クリーン江坂」豊津西中学校
集合
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ロータリー新年度

第1702回　例会予告 平成30年7月23日

　卓話
　　新年度理事挨拶
　　クラブ奉仕　　阿部理事
　　職業奉仕　　　橋本（幸）理事
　　社会奉仕　　　紙谷理事



ロータリー財団委員会	 山下副委員長

石﨑会員、木田会員、瀧川会員、西村会員、本田会
員、新井会員より特別寄付をいただきました。ご協力
ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会	 清水（大）委員長
石﨑会員、木田会員、髙木会員、瀧川会員、西村会
員、本田会員、新井会員、清水（大）会員より特別寄付
をいただきました。ご協力ありがとうございました。

野球同好会	 清水（大）会員

7 月 7 日 7 ：00より練習がございます。

新年度の挨拶� 由上副会長

私の入会は45歳、もうすぐ22年間になります。
今、ロシアでワールドカップが開催されています
が、16年前、日韓ワールドカップの時に幹事をしてお
りました。ドイツのゴールキーパー、オリバーカーン
と共に頑張っておりました。
その頃は未だ呆けていなかったと思いますが、今は
結構呆けています。
ですから全く期待しないで下さい。
「会長を助け、クラブ発展のために誠心誠意全力で
努めます。」と言いたいところですが私は結構認知症
が進んでおりますので、皆様方のご協力をお願い致し
ます。
不安材料がもうひとつ、昨年の例会日数は37回、
大藤会長のメーキャップ回数は14回、よって、メー
キャップ率は 3 割 7 分 8 厘、首位打者であり、MVP
でしょう。
でも今年の会長はメーキャップのためのメーキャッ
プはせず例会出席に努めるとのこと、果たして、どう
なることやら？今宵はここらで良かろうかい。
大藤どん、チェストー、きばれや～。

新年度の方針� 井伊SAA

本年度のSAA担当は、阪本パスト会長、清水（大）
会員、髙木会員、私、井伊の 4名で活動して参ります。
会長方針「メーキャップのためのメーキャップでは
なく、例会を楽しみましょう」に従いホームクラブで
の例会参加を推奨し「例会を楽しく」そして、クラブ

卓　　　話

ニコニコ箱	 井伊SAA

●大藤会長　一年間よろしくお願い申し上げます。
●榎原幹事　本年度幹事拝命致しました。よろしくお
願いします。井伊パスト会長お世話になりました。
●�河邊会員　出席報告を 1年間（ 3人で）する事にな
りました。よろしくお願いします。
●�宮川会員　荻田パスト会長はじめ役員の皆様ご苦労
様でした。大藤会長はじめ新役員の皆様おめでとう
ございます。
●�阪本会員　大藤会長、榎原幹事、理事の皆様 1年間
よろしくお願いいたします。
●鈴木会員　今年もよろしくお願いします。
●坂口会員　大藤丸の門出を祝って
●尾家会員　大藤会長丸の船出を祝して
●田中会員　大藤会長 1年間頑張って下さい。
●瀧川会員　今年度もよろしく
●石﨑会員　大藤会長の船出を祝して！！
●�荻田会員　大藤会長、榎原幹事、理事の皆様、 1年
間よろしくお願いします。
●�青木会員　大藤会長、榎原幹事、役員の皆様、一年
間お世話になります。
●新井会員　大藤丸の出港を祝して
●小川会員　大藤丸の船出を祝して
●�髙木会員　大藤会長を代表として理事、役員の
方々、皆様今年もよろしくお願い申し上げます。
●水谷会員　新年度もよろしくお願いいたします。
●�西村会員　新年度スタートに向けてよろしくお願い
します。
●紙谷会員　新年度もよろしくお願いします。
●杦本会員　スタートが大事
●橋本（徹）会員　今年度もがんばりましょう！
●橋本（幸）会員　今年もよろしくお願いします。
●�橋本（芳）会員　（旧）荻田会長、西村幹事お疲れ様で
した。（新）大藤会長、榎原幹事よろしくお願いしま
す。
●木田会員　今年、音楽委員長よろしくお願いします。
●阿部会員　大藤会長船出を祝う
●�井伊会員　大藤会長、榎原幹事、理事、役員の方に
一年間ご苦労様です。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� ９２，０００円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� ９２，０００円

ご結婚のお祝い　 7月
平成12年 7 月 7 日　木下会員ご夫妻
平成11年 7 月17日　水谷会員ご夫妻
平成15年 7 月12日　清水（良）会員ご夫妻
昭和57年 7 月23日　山下会員ご夫妻
平成19年 7 月28日　仁科会員ご夫妻



の目的である「五大奉仕に基づいて成果あふれる奉仕
プロジェクトを実施すること」を基本に親睦を深めら
れる様な例会づくりを目指します。
具体的計画
1．�明るく楽しく品位ある例会を親睦活動委員会と協
力して行う。（例会中の私語の厳禁）

2．�月に 1度は、五大奉仕別のテーブル座席を中心と
し、食事時間中に各五大奉仕別の委員会の情報交
換や話し合いをする会を設ける。

3．�その他の例会の席順は、 3カ月単位とし会員相互
の一層の理解を深める為、新しい会員とベテラン
との融合を計れるよう工夫する。（新人会員に対
する心配りを忘れないよう）

4．�移動家族例会、ガバナー訪問等の座席は、その都
度親睦委員会と協議し決定する。

5．�外部卓話者の座席については、プログラム委員長
と打合せを行い決めますが、途中中座する場合
は、事前に連絡いただければ、入口の出やすい座
席に移動していただきますので、卓話者に邪魔に
ならない様にしてください。出席は60%ですので
よろしくお願い致します。

6．�例会食事については、現在 1 食3,780円で予算計
上し、東急REIホテルに依頼しています。連絡の
有無の関係で、年間通して食の無駄が発生して、
金額になおすと10万円以上になります。

　　�例会欠席、食事のお断りについては、当日のお昼
までには連絡をお願い致します。

7．�ニコニコ箱については、会員の皆様方のご協力を
お願い致します。

　　�ニコニコは、ご存知の様に強制ではありません
が、個人の自発的な寄付行為で、各奉仕活動の活
動費にあてております。

　　�皆様方には、良い事や楽しい事があった方は、も
ちろんですが、無かった方も良い事や楽しい事が
ありますよう願って、 1 人あたり¥30,000を目標
に、ご協力をお願い致します。

今年度主要行事予定� 榎原幹事

◆例会休会日
2018年 8 月13日（月）　2018年11月 5 日（月）
2018年12月31日（月）　2019年 2 月25日（月）
2019年 3 月11日（月）　2019年 5 月27日（月）
（振替休会日　2018年12月17日（月）
� 2019年 4 月 8 日（月））

◆炉辺談話（情報収集）

2018年 9 月 7 日（金）　クラブ奉仕・40周年準備委員会
2018年11月16日（金）　国際奉仕・社会奉仕委員会
2019年 1 月18日（金）　職業奉仕・青少年奉仕委員会
◆主要行事予定
2018年
7 月 8 日（日）　クリーン江坂
� （豊津西中学校グラウンド）
7月 9日（月）　松尾　浩ガバナー補佐 1回目訪問
� （新大阪江坂東急REIホテル）
9月 1日（土）　地区ロータリー財団セミナー
� （大阪YMCA会館）
9月22日（土）～�24日（月・祝）　秋のRYLAセミナー

（ホスト：茨木西）
� （関西大学高槻キャンパス）
10月 1 日（月）　松尾　浩ガバナー補佐 2回目訪問
　　　　　　　「クラブ協議会」
� （新大阪江坂東急REIホテル）
10月13日（土）　地区公共イメージ向上セミナー
� （大阪YMCA会館）
10月15日（月）　山本　博史ガバナー公式訪問
� （新大阪江坂東急REIホテル）
12月 7 日（金）　地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
� （リーガロイヤルホテル）
12月 8 日（土）　地区大会　本会議
� （大阪国際会議場）
12月10日（月）　年次総会
� （新大阪江坂東急REIホテル）
12月22日（土）　クリスマス家族会
� （新大阪江坂東急REIホテル）
2019年
2 月 2 日（土）　�2019－20年度のための地区研修セミ

ナー� （大阪国際会議場）
2月16日（土）　補助金管理セミナー
� （大阪YMCA会館）
3月 2日（土）　PETS（会長エレクト研修セミナー）
� （大阪国際会議場）
3月16日（土）　IM第 2組ロータリーデー
� （ホテル阪急エキスポパーク）
4月 6日（土）　春の移動家族会
4月13日（土）　�2019－20年度のための地区研修・協

議会� （大阪国際会議場）
5月頃　　　　�春のRYLAセミナー（ホスト：東大

阪東）
5月25日（土）　�2019－20年度のための会員増強セミ

ナー� （大阪YMCA会館予定）
6月 1日（土）～ 5日（水）　国際大会
� （ハンブルク・ドイツ）



インスピレーションになろう

ロータリー用語集

【ア】
アクティブメンバー（正会員）
職業分類の下にクラブ会員として選ばれ、国際ロー
タリー定款および細則に定められた会員としてのすべ
ての義務、責任および特典を有するクラブ会員。

アクティングガバナー（臨時のガバナー）
副ガバナーがおらず、ガバナーが一時的にその任務
を執り行うことができない場合、会長は資格条件を備
えたロータリアンをアクティブガバナーとして任命す
ることができる。

アッセンブリー（協議会）
協議会にはクラブ協議会、地区協議会、国際協議会
がある。いずれもロータリーの運営、活動に対する勉
強会の性格が強い。

アテンダンス（出席）
出席はホームクラブの例会出席を基本とする。例会
を欠席した時は、他のロータリークラブ又は仮クラブ
の例会、I.M.、地区大会、地区協議会、国際大会、
チャーターナイト、クラブ事業などに出席して補填で
きる。

アテンダンス・リポート（出席報告）
R.I.細則に基づき、各クラブが地区ガバナーに毎月
行うクラブ例会の出席報告のことである。これをもと
にガバナーが所管地区内の月例出席一覧表を作成し

て、R.I.事務総長に送ることになっているので、該当
月翌月10日にはガバナーの手元に届くように発送しな
ければならない。

アディショナルアクティブメンバー
①　�クラブの正会員によりその所属する事業所の同僚
幹部、または同業者の中から推薦され、推薦者と
同一の職業分類の下にそのクラブの会員として選
出されたもの。

②　�何れかのロータリークラブの正会員であった者
で、そのクラブの区域限界内でクラブで分類され
ていた職業に従事しなくなったために退会し、他
のクラブで、そのクラブの該当職業分類保持者の
承諾を得て同一職業分類の下に会員として選出さ
れたもの。

③　�少なくとも 4年間ローターアクト・クラブの会員
であり、住居または事業所がクラブの区域限界内
である元ローターアクト・クラブ会員。
�アディショナル正会員は正会員であり、正会員と同
一の義務、責任および特典を有する。

アディショナルロータリークラブ
市、区、あるいはその他の自治体地域、都市地域ま
たは農村地域において、区域限界を同じくする二つ以
上のクラブを国際ロータリーの加盟員として認めるこ
とができる。ただし本規定の下に、アディショナル・
クラブを結成しようとする区域内にある既存クラブの
承認を前提とする。

ゲスト紹介

吹田ロータリークラブ
� 会長　畳谷久仁子 様

京都東ロータリークラブ
� 森田　晴夫 様

吹田ローターアクト
� 会長　新垣　花菜 様


