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第1704回例会　平成30年8月6日
卓話
　前年度事業報告　　　西村直前幹事
　前年度決算報告　　　堀直前会計
　前年度会計監査報告　青木直前会計監事
　今年度予算案　　　　長屋会計

今週の歌

「国　　歌」
「奉仕の理想」

前回内容

会長挨拶	 大藤会長

皆さん今晩は。
先週も災害がやってきました。地震に特別大雨警報
に観測史上初めての東から来る台風。その前は、私の
ロータリー経験にないクリーンデイの雨天中止。そし
て、一昨日の吹田祭りの突然の中止。
会長が代わって以来、初めて続きです。先週考えて
いた楽しい祭りの話しなど、遠ざけるような毎週で
す。昨日の夜は、我ながら落胆の心持ちでした。
家内が何かと思ったのか、どうしたの？　と湯船で
声を掛けてくれました。普段と少し違うわと言い、少
し胸の内を話したのですが、港から中々出港できない
気分やと聞いた家内が嵐が静まるのを見て出港して、
これから晴天続きになると思えばいいじゃない。も
し、また、そのようなことがあれば、晴天が待ってる
わと思えばいいじゃない。
これを聞いて何かホッとしたような。家族だからこ
そ言えるのかなぁと思い、改めて家族のありがたみが
分かりました。
なので、今年度、移動例会では皆様のご家族に楽し
んで頂けるような例会に致します。
尚、来週は、初めから明るい良い話しを持って参り
ますので、ご期待下さいませ。

幹事報告	 榎原幹事

1 ．�平成30年豪雨被害に対する義捐金募金に46,000円
集まり地区へ送金しました。

2．�平成30年 1 月～ 6月までに受領された財団個人寄
付の確定申告用領収書、ロータリーの友 8月号を
お配りしました。

3． 7月23日理事会報告
　 1） 9月プログラム　承認
　 2）�秋の親睦バーべキューは13：30より服部緑地公

園にて開催。
　　　会員家族以外も歓迎する　承認
4．�本日例会後に第 1回40周年準備委員会があります
ので、委員の方はご参集下さい。

出席報告	 出席委員会　河邊委員長

●会　員　数　48名　　出席会員数　38名
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　88.37％
● 7月 9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

8 月 1 日は当RC主催のクリーンデイです。 7 時30
分に新大阪江坂東急REIホテル前集合です。
ご参加の程お願いします。

ロータリー財団委員会	 山下副委員長

家村会員、長屋会員、井伊会員より、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。
尚、 8 月のロータリーレートは 1 ＄＝112円です。
160＄＝17,920円と成りますので、お釣りの無いよう
ご協力をお願いします。
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会員増強・新クラブ結成推進月間

第1705回　例会予告 平成30年8月20日

卓話
　健康的な生活習慣のために
　　RIZAP株式会社　
　　　江坂店店舗責任者　丸中　麻巳 様
 （杦本会員ゲスト）



米山記念奨学会委員会	 清水（大）委員長

尾家会員、家村会員、田中会員、阿部会員、橋本（幸）
会員、橋本（芳）会員、坂本会員より、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。

親睦活動委員会	 清水（良）副委員長

9 月16日（日）の甲子園野球大会終了後、13：30より
秋の親睦バーベキューを開催します。
会員・ご家族の方以外でも、野球応援された方もご
参加して頂けますので、ご参加の程、よろしくお願い
します。

野球同好会	 清水（大）会員

・�今週 8 月 4 日（土）吹田市中の島Bグラウンドにて、
早朝 7：00～ 9 ：00練習を行います。
・�本日配付されましたロータリーの友 8 月号のP24～
27に全国ロータリークラブ野球大会の特集記事が掲
載されていますのでご一読下さい。

ゴルフ同好会	 橋本（芳）会員

先日 7月25日に第 1回大藤会長杯ゴルフコンペが茨
木高原カンツリー倶楽部にて開催されました。
参加人数は18名　内夫人は 2名でした。
炎天下の中でのゴルフでしたが、新井パスト会長の
計らいで、平地より 5度位温度が低いこのゴルフ場を
段取りしていただき、本当に快適にゴルフをさせて頂
きました。ありがとうございました。
そしてゴルフをしない大藤会長からは会長賞を段取
りして頂きました。ありがとうございます。
優勝は　木下基司会員
準優勝は　新井　清会員
第 3位は　橋本芳信会員
表彰式・懇親会はクラブハウスにて行ないました。
次回開催は第 5回吹田 5クラブ親睦ゴルフコンペで
す。日程は10月17日（水）場所は太平洋クラブ六甲コー
スです。
沢山の方の参加、お待ちしています。
第 2回大藤会長杯も11月28日（水）茨木カントリー西
コースを予定しています。
懇親会は忘年会も兼ねて別場所にて開催予定です。
予定してください。
そして、今年度からクラブHDCPを改正いたします
ので、大藤杯 3回はダブルペリアとさせていただき、
クラブHDCPを決定したいと思います。
是非とも最低 3回は参加をお願いします。

国際奉仕委員会� 坂本委員長

今年度国際奉仕担当理事を仰せつかりました坂本で
す。同じく副委員長には国際奉仕のプロフェショナル
の小林パスト会長そして、澤井会員、ロータリー財団
委員長に矢倉会員、国際奉仕プロジェクト委員長に
坂口パスト会長とともに 1年間活動してまいります。
事業といたしましては、国際奉仕プロジェクトとい

卓　　　話

ニコニコ箱	 髙木副SAA

●瀧川会員　涼しい白馬山麓で1週間静養してきました。
●家村会員　お久しぶりです。例会連続欠席のおわび。
●青木会員　郷上社長、当医の元スタッフの娘さんが
職業体験実習にて大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。
●坂本会員　本日、卓話させて頂きます。よろしくお
願いします。
●仁科会員　結婚祝のお花、ありがとうございます。
●長屋会員　体調には気をつけましょう。
●清水（大）会員　遅くなりましたが、今年度もよろし
くお願い致します。
●木下会員　大藤杯ゴルフ、優勝させて頂きました。
ありがとうございました。
●郷上会員　例会欠席のおわびを申し上げます。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 27,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 189,000円
　　　　　　　　累計のニコニコB� 500円

お誕生日のお祝い　 ８ 月
会　　員
昭和32年 8 月14日　荻田会員
昭和33年 8 月14日　榎原会員
昭和23年 8 月20日　髙木会員
昭和40年 8 月26日　坂本会員
昭和48年 8 月27日　仁科会員
昭和13年 8 月30日　鈴木会員

会員夫人
8日　村井会員夫人
21日　坂口会員夫人
25日　西村会員夫人



たしまして近年、毎年実施していますタイのナコンパ
ノムRCと共同で行っております、クリーンウォー
タープロジェクト（CWP）小学校への浄水器の設置
事業です。
昨年度にRI第2660地区の補助金の申請を行ってお
りまして 6月 1日付でロータリー財団への申請を地区
より行ってもらい先日 7月20日付で申請が許可されて
おります。
まもなく交付される見込みです。
補助金が交付され次第、ナコンパノムRCの銀行口
座に振り込み、CWPの工事を開始いたします。実質
は 1カ月あれば十分らしいのですが、代表団立ち合い
のもとに11月22日（木）に完工式と譲渡式を取り行う予
定です。
CWP対象校はBaan�Nathong�School�282名の園児、

児童、生徒の学校、そしてもう 1校はBaan�Namkum�
School�265名の同じく園児、児童、生徒の学校で行い
ます。
申請額はUS$2,783約30万円です。（308,913円、111
円＝ 1＄）
事業の実施は11月20日（火）から24日（土）となってお
り昨年に引き続き超強行日程を組んでおり11月20日に
関空からバンコクへ
21日（水）にバンコクからナコンパノム入りしまして
22日（木）に 2校訪問致しまして完工式、譲渡式を行い
ます。23日（金）ナコンパノム～バンコクに戻りその日
の深夜便にて関空へ24日（土）早朝帰国というスケ
ジュールです。
また今回も小林パスト会長の大変なお骨折りにより
タイ王国海軍のKiatisak元提督の協力を得ましてナコ
ンパノムの海軍基地の一個小隊が譲渡式の設営や安全
確保に従事して頂き、バンコクやナコンパノムでの交
通手段も確保して頂いております。
また、これも従来通りMs.Arisaraがコーディネー
ターとして、提督やナコンパノムRCとの折衝や打ち
合わせ行ってもらっており代表団滞在中は通訳として
同行して頂けます。
代表団としまして現段階ではトータルのコーディ
ネートを行っていただいています、小林パスト会長、
青木パスト会長、橋本（徹）エレクト、榎原幹事、木田
会員、木下会員、橋本（芳）会員、佐藤会員、仁科会
員、そして私、坂本の10名を予定しております。
個人的には帰国翌日が大阪マラソンなので少し不安
な面もありますが精一杯務めさせていただくつもりで
すのでよろしくお願い致します。
そしてもう一つはロータリー財団です。例年通り 1
人＄160づつの特別寄付をお願い致します。
そして先日、 7月28日（土）に2018～2019クラブ国際
奉仕委員長会議に出席してまいりました。今年度の国
際奉仕についての要点と次年度の「国際奉仕活動と財
団補助金」について聞いてきましたので次年度の申請
に活かしてまいりたいと考えております。
合わせまして、今年度の国際大会、ハンブルグ大会

のPRも見てきました。本年度、第2660地区では150名
の参加を目指して取り組んでいくようです。
第2660地区専用のツアーも用意するつもりであると
聞いております。 1名からの参加も大歓迎ということ
ですので皆様、ご検討のほどよろしくお願い致します。
何分不慣れで行き届かないところも多くあると思い
ますが、 1年間精一杯務めさせていただく所存であり
ますのでよろしくお願い致します。

青少年奉仕委員会� 本田委員長

本年度青少年奉仕委員長をさせて頂くことになりま
した。副委員長仁科会員、荻田会員、このメンバーで
対応します。
今年度の方針は、青少年との交流を通じ、人間的成
長を支援し、当ロータリークラブの社会的活動の貢献
を推進します。
今年度の計画として
・地元小学生と大相撲木瀬部屋力士との交流を図る
・各奉仕委員会への参加協力をする
・吹田ローターアクトクラブへの協力をする
・ライラ・ニコニコキャンプへの参加協力をする
米山記念奨学会委員会は清水（大）委員長。青少年交
換委員会は西村委員長。
以上が活動計画です。
会員の皆様のご協力をお願いします。

40周年準備委員会� 橋本（徹）委員長

40周年準備委員会
委員長：橋本徹也　　副委員長：堀　豊



インスピレーションになろう

委　員：村井正雄（31）　阪本勝彦（32）
　　　　坂口道倫（33）　石﨑克弘（34）
　　　　田中慶一（35）　青木建雄（36）
　　　　井伊圭一郎（37）　荻田倫也（38）
　　　　30周年以降のパスト会長
オブザーバー：大藤辰弘　榎原一滋
方　針：次年度40周年に向けて準備を行う。
具体的な内容：・40周年に向けた意見交換
　　　　　　　・40周年に必要な備品の検討
　　　　　　　・40周年実行委員会へ引継
2019年～2020年度ってどんな年？
2019年 3 月　国立循環器病センターオープン
　　　　　　JR南吹田駅開業
　　　 5月　新年号スタート
　　　 6月　大阪でG20が開催される

　　　 ₇ 月　₄₀周年の年が始まる
　　　　　　第₅₀回吹田まつり
　　　₁₀月　消費税が₁₀％になる
₂₀₂₀年 ₃ 月　₁₄日大阪万博₅₀周年
　　　 ₄ 月　吹田市制施行８₀周年がスタート
　　　 ₄ 月　 ₁₄～₁₅日オリンピックの聖火リレーラ

ンナーが大阪
　　　 ₆ 月　 ₇ 日～₁₀日ハワイの世界大会
　　　 7月　24日からオリンピックが始まる
　　　 8月　25日からパラリンピックが始まる
　　　10月　20日東京ロータリー100周年
どのような40周年にしていくか皆さんと一緒に考え
ていく 1年にしたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。

「ロータリーの友」誌2018年 8 月号推奨記事のご紹介

会員の皆様に「ロータリーの友」を活用していただ
けるように、見どころや興味深い記事、および第2660
地区関連の掲載記事等をお知らせいたします。
では、「ロータリーの友」 8 月号の記事よりご紹介
させていただきます。

【 8月号　横組記事より】
P.3（RI指定記事）RI会長メッセージ「ロータリーは
何より会員の組織です。自分たちの掲げた目標を達成
したければ、まず会員増強に取り組まなければなりま
せん。」

会員増強・新クラブ結成推進月間特集は「会員増強の
可能性」でP.7～22にわたって特集が組まれています。
P.8～15　THE�ROTARIAN 8 月号の「さあ 集まろ
う！」に記されている「入会促進と会員維持のための
10ヶ条」は各クラブが即、取り入れることができます。
P.16～22　「女性会員の増強」を特集しています。ち
なみに第2660地区は女性会員の多い地区で 2 番目
（P17）、女性会員の割合では7.9％で 7 位につけていま
す。（P.18）

もう一つの特集は「全国ロータリークラブ野球大会」
です。（P.24～27）
全国175クラブが甲子園球場で熱戦を繰り広げていま
す。

P.31　2018�JAPAN�RYLAセミナー　当地区より派遣

されたTeam�RYLA田中康太郎氏の感想文が掲載され
ています。

P.36～40　2018－19年度のRI理事、RI、ロータリー財
団国内委員、国内各種委員会が紹介されています。数
多くの第2660地区の会員も就任されています。

【 8月号　縦組記事より】
P.4～8　地区大会記念講演より「スピーチ」変化を
チャンスに
　アサヒグループホールディングス会長　泉谷氏
　�「10のチャレンジポイント」「10のチェックポイント」
はクラブ運営にも応用できるのではないでしょうか

P.13～19　「友愛の広場」エッセイなど興味深い意見
が数多く見受けられます。

P.22～23　ROTARY俳壇、柳壇　地区会員の投稿掲
載　今月は　
　�俳壇：東大阪東　溝畑氏　柳壇：大阪西　鴨谷氏、
大阪東淀ちゃやまち　小坂氏

P.24～27　ROTATY�AT�WORK　写真編　P.24トッ
プは「氷上ならぬ床上カローリングで感動！」（八尾東
RC）です。

P.28～32　文章編　P.32大阪城南RCの記事が掲載


