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第1710回例会　平成30年10月15日
卓話
　ガバナー公式訪問
　　RI第2660地区 山本　博史ガバナー
　　地区幹事 中島　成和 様

今週の歌

「R－O－T－A－R－Y」

前回内容

副会長挨拶	 由上副会長

災害は忘れた頃にやってくる。地震、台風21号、24
号と忘れる間がない。
前回、吹田市から土嚢の譲渡がされる話をしました。
他に消防署は危険物の撤去などもしてくれる場合が
あります。貸家の借主からの依頼でアンテナを撤去し
た旨を大阪市内の消防署から連絡が有りました。そこ
で道路に面している我が家の蔵の瓦がズレいて危険な
ので吹田西消防署に依頼したのですが依頼件数が多く
て無理でした。瓦業者は全く動けません。自衛隊はど
うなんでしょうか？
ちょっと気になり消防法第 1条を読むと「この法律
は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、
身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は
地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等によ
る傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持
し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とす
る」。
人命における「トリアージ」のように災害時におい
ても緊急度を付けての対応の必要性が有ると思いま
す。来年は地方選挙です。災害時に真剣に取り組める
人、ふるさと納税を積極的に進める人（ 4つのテスト
の「公平か」）を選びましょう。

野球同好会監督への達磨授与
皆さんが甲子園出場の前日、高崎ダルマの大門屋

（中田純一）に行ってきました。ダルマの大きな眉は

「鶴」を模し、両頬の髭は「亀」を模して描かれてい
ます。
これは、二つの動物の「千年萬年の長生き」にあや
かって取り入れた、高崎だるまの特徴でもあり、人間
国宝の由上時善さんが描きました。眼入れは「無い目
玉を描き入れる」行為ではなく「心の目の開眼を表現
した」ことなのです。眼を点睛するのは、高崎だるま
に魂を入れる行為なのです。向かって右側の左の眼か
ら入れるようお勧めいたします。ガバナー杯の優勝を
目指し頑張って下さい。

幹事報告	 榎原幹事

1 ．誕生日のお祝をお渡しします。
2．�来週10月 8 日（月）の例会は休会です。10月15日は
ガバナーとの懇談会の為、役員、理事の方は16：30
にお集まり下さい。

3．全員の写真撮影のご案内をお配りしております。
4．�クラブ概況に誤記がありましたので、各自訂正を
お願いします。

　　○�P16　職業分類の中の「清水良寛」が大吾と誤
記、正しいシールを茶封筒に入れてお配りしま
した。前回欠席者は訂正済です。

　　○P10　大阪湊港→「大阪港」
　　○P34　 1 行目2018年 9 月→「2017年 9 月」
　　○�p42　ゴルフ同好会、吹田 5 クラブの村井会員

のスコア43/49→「43/41」
5 ．ロータリー米山記念豆辞典をお配りしました。
6．�2018－19年度ロータリー財団奨学生募集のお知ら
せを回覧します。
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経済と地域社会の発展月間・米山月間

第1711回　例会予告 平成30年10月22日

卓話
　米山記念奨学会について
　　米山記念奨学会委員会　清水（大）委員長



後も着実に追加点を挙げ、投げては先発の大藤会長、
抑えの紙谷両投手が力投、14対 8 で快勝！通算成績を
4勝 2敗と致しました！会員、ご家族、友人の方々も
多数応援に駆けつけてご声援を頂き、お陰様で楽しく
素晴らしい試合をする事ができました。本当にありが
とうございました。
10月 8 日からはガバナー杯も始まります。優勝目指
して頑張りますので引き続き応援の程何卒よろしくお
願い申し上げます。

ピッチャー：大藤→紙谷、キャッチャー：清水大吾、
ファースト：橋本幸治→石﨑、セカンド：阿部→荻田、
サード：瀬川、ショート：紙谷→阿部、レフト：水谷
→清水良寛、センター：伊藤→近藤、ライト：堀→
坂本一成、監督　橋本徹也

一 二 三 　 計
吹田西RC 3 8 3 　 14
大分中央RC 1 2 5 X 　 8
前夜祭参加者：大藤会長、橋本徹也、紙谷、橋本幸治、
堀、水谷、清水大吾

ゴルフ同好会	 橋本（芳）会員

第 5回吹田 5クラブ親睦ゴルフコンペのご案内
平成30年10月17日（水）太平洋クラブ六甲コース　
9：03スタートです。 8：15にクラブハウス前に集合
してください。
会費5,000円、10/10以降にキャンセルの場合は5,000
円を頂戴しますので、気をつけてください。

出席報告	 出席委員会　佐藤副委員長

●会　員　数　48名　　出席会員数　40名
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　88.89％
● 9月 3日の出席率（メーキャップ含む）100％

ロータリー財団委員会	 矢倉委員長

杦本会員、荻田会員、橋本（幸）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
荻田会員、伊藤会員、橋本（徹）会員、近藤会員よ
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。

社会奉仕委員会	 髙木委員

迷惑駐車追放合同パトロール　平成30年 9 月26日　
9：30から実施
参加者：毛利会員、木田会員、河邊会員、橋本（芳）会
員、坂本会員、榎原幹事、橋本（徹）会員、紙谷会員　
8名参加
クリーンデー　平成30年10月1日　 7時30分から実施
参加者：堀会員、紙谷会員、髙木会員、水谷会員、
本田会員、橋本（芳）会員、阿部会員　 7名参加

親睦活動委員会	 瀬川委員長

野球大会後の親睦バーベキューは会員17名、家族･
友人 5名、お子様 7名の参加でした。皆様ありがとう
ございました。

野球同好会	 清水（大）会員

9 月16日（日）第35回全国ロータリークラブ野球大会
が阪神甲子園球場で開催されました。
前日に例年通り前夜祭がホテルヒューイット甲子園
で14クラブが集まりお国自慢で大賞を競いました。
前々回大会にお国自慢大賞を受賞しており、 2回目の
受賞を狙いエース大藤会長以下 7 名で臨み、吹田市
“ゆるキャラすいたん”を投入し万博誘致の年に因んで
万博日本最初の地の吹田をPRし、三波春夫の「世界
の国からこんにちは」の替え歌で各クラブへのエール
も送り大PRをしたのですが、残念ながらお国自慢大
賞は受賞出来ませんでした。
そして当日、快晴の甲子園で大分県大分中央RCと
対戦しました。ほとんど実戦練習ができないまま臨ん
だ試合でしたが、初回に 3点を先制して波に乗りその



第2660地区委員会　報告
社会奉仕委員会� 矢倉会員

榎原幹事の後を次いで、今年度から出向しておりま

す。

卓　　　話

主な活動は、①ローターアクトが行う地区献血の
PR、②クラブ社会奉仕委員長会議の設営準備です
が、今年度は、各クラブの社会奉仕活動についてアン
ケート調査を行いますので、ご協力の程お願いいたし
ます。

ロータリー財団委員会� 瀬川会員

今年度の財団の目標について
1．ポリオ撲滅
2． 6重点分野の奉仕活動の持続可能性を高めよう
3．DDFを最大限利用しよう
4．恒久基金寄付を増やそう

財団寄付の目標は
1．年次基金寄付 1人150ドル
2．ポリオ・プラス基金 1人50ドル
3．�恒久基金 1クラブに 1人以上のベネファクター
を出してほしい

財団寄付への寄付推進ということで、募金方法の工夫
として
・前後期会費徴収時に一定額を預かる
・一年を通じて分散して募る
・楽しみを付加した募金活動
・定期的に食事を軽食して、残金を募金する
・随時、個人的にオンラインから寄付する

ロータリークレジットの紹介
利用金額の0.3％～0.5％と年会費の一部がロータ
リー財団への寄付となります。

グローバル補助金奨学生は毎年10名程度の応募があ
り 1～ 2名が合格しているようです。

グローバル奨学生のバッティー亜夢斗さん本人よ
り、大学院での学習内容などについて発表がありまし
た。ロンドン大学政治経済学院政治学部紛争研究専攻
修士課程にて、武装集団（反政府勢力・ゲリラ組織・
テロ組織など）における動員方法・組織のガバナン
ス・用いられる暴力などについて考察されていたよう
です。
最後に、忘れてはならないポリオ。ということで、
ポリオについての説明があり、財団セミナーは終了い
たしました。
地区の財団委員会では、補助金の申請が締め切られ

ニコニコ箱	 髙木副SAA

●堀会員　先月 9月 8日に、ゴルフパートナー吹田山
田東店を無事にオープンさせるとこが出来、会員の
方々にご来店もいただき感謝申し上げます。甲子園
の応援もありがとうございました。
●橋本（幸）会員　台風21号の被害からやっと営業再開
できました。甲子園の応援ありがとうございました。
●瀧川会員　白内障の手術をしました。
●尾家会員　結婚記念日のお花ありがとうございまし
た。
●井伊会員　ガバナー補佐訪問、本日はありません。
地区近況報告の皆様ご苦労様です。
●石崎会員　SUITA�WEST甲子園、ナイスゲーム！　
プロ野球リーグ優勝、広島・緒方、西武・辻の両監
督は奇しくも私と同郷佐賀出身！
●矢倉会員　我が家に赤ちゃんがやってきました。
とってもかわいいです。
●清水（大）会員　野球部、甲子園勝利を祝して！皆
様、応援ありがとうございました。感謝。
●本田会員　無事台風通過よかったです。
●長屋会員　前回欠席のお詫び。
●清水（良）会員　甲子園大会で初ヒットを打てまし
た。ありがとうございました。
●瀬川会員　甲子園大会、バーベキューお疲れ様でし
た。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 43,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 444,000円
　　　　　　　　累計のニコニコB� 1,000円

ご結婚のお祝い　10月
昭和63年10月10日　近藤会員ご夫妻
昭和46年10月19日　小林会員ご夫妻
昭和37年10月27日　鈴木会員ご夫妻
平成 5年10月30日　紙谷会員ご夫妻



インスピレーションになろう

たのですが、地区補助金臨時費というのが出来、台風
21号の被災支援につかうというものに、 1プロジェク
トあたり20万円まで使えるというのが出来ています。

国際奉仕委員会� 木下会員

ガバナー月信 9 月号に記事掲載されております。
（2018－19�Sep.�P 9 参照）ご一読下さい。
広報（公共イメージ向上）委員会委員の立場からマ
イロータリー登録方法について説明させていただきま
した。
詳しくはこちらをご覧ください。

　�http://www.ri2660.gr.jp/2018-19/wp-content/
uploads/2018/06/マイロータリー登録方法.pdf
エラーメッセージが続けて出る場合は事務局または
木下までご連絡下さい。
　事務局メール　src@jasmine.ocn.ne.jp
　木下　携　帯　090－3289－3671
　　　　メール　dentaloffi��ce_k@i.softbank.jp
詳しくは10月29日の例会にて再度ご説明させて頂き
ます。その際、スマートフォンまたはノートパソコン
（会員手帳記載のメールアドレスが受信出来る機種）
を例会へご持参下さい。


