SUITA WEST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

Weekly No.

吹田西ロータリークラブ

1713

／平成30年11月12日

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

4つのテスト

●真実かどうか

第1713回例会

●みんなに公平か

矢倉委員長

今週の歌
「四つのテスト」

前回内容

会長挨拶

大藤会長

皆さん今晩は、今週は、お客様として、例会の見学
にお越しになられております。ロータリーの意義も含
め、楽しい仲間の集まりを大いに宣伝しましょう。
10月も末になり、温度が低くなってまいりました。
寒暖の差による健康の変化にお気をつけくださいませ。
後ほど、榎原幹事からもご報告がありますが、ホー
ムページの閲覧にご迷惑をおかけいたしますが、米山
奨学生の為にもお許し頂きたく存じます。
地区の方から地区委員の推薦の要請がありました。
地区の情報等も含め、地区との意思の疎通を図るうえ
でも重要なポストと考えております。引き続き地区へ
出ていただくことを決めましたので、宜しくお願い申
し上げます。
先だってお伝えしておりましたガバナー補佐の立候
補及び推薦の用紙をパスト会長へ配布しておりますの
で、宜しくお願いいたします。又、来年度の選考委員
の選任及び委員会を11月12日午後 7 時より開催いたし
ますので、宜しくお願いいたします。
さて、来月26日に私の紹介で、オペラの歌がありま
す。昨年度、荻田パスト会長がなさった、奥様参加を
執り行いますので、奥様にお聞きいただければと存じ
ます。オペラ歌手は星野隆子さんで、ピアノ演奏は、
クリスマスに参加される加藤英雄さんです。星野さん
は度々、イタリアにも赴き歌っておられ、加藤さん
は、第九のシーズンには、西宮市等の公共団体からの
要請により演奏されておられるので、楽しみにしてい
ただければと思います。

ゲスト紹介

親睦活動委員

澤井会員ゲスト
榎原幹事、木下会員ゲスト
吹田ロータリークラブ
吹田江坂ロータリークラブ

近藤会員

福原
山本
柴田
内田

斉
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仁
潤

●みんなのためになるかどうか

幹事報告

平成30年11月12日

卓話
ロータリー財団について
ロータリー財団委員会

●好意と友情を深めるか

様
様
様
様

榎原幹事

1 ．ガバナー訪問の写真とロータリーの友11月号をお
配りしました。
2 ．10月22日の理事会報告
○コロンボセントラルRCのPreSchoolのトイレと遊
技場の建設費USD3,000の要求は本年度予算が立
たないため却下
○HPに掲載する週報の個人情報については誕生
日・結婚記念日など詳しくは掲載しない
地区に週報の個人情報でのストーカー被害を報告
しこれからの取り扱い方を相談
3 ．来週11月 5 日の例会はお休みですので、お気を付
け下さい。

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 4名
本日の出席率 88.89％
●10月15日の出席率（メーキャップ含む）100％

ニコニコ箱

井伊SAA

●吹田江坂ロータリークラブ 内田 潤様、先日は 5
クラブゴルフコンペご参加ありがとうございます。
来年はよろしくお願いします。
●小林会員 紙谷さん、矢倉さんお世話になりました。
●木下会員 山本修史さんを迎えて！ようこそ吹田西
ロータリークラブへ。
●山下会員 来月（11月）はロータリー財団月間で
す。よろしくお願い致します。
●坂口会員 青木先生にお世話になりました。
●紙谷会員 11月16日炉辺談話の皆さんの出席をお待
ちしております。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

18,000円
533,000円
5,500円

ロータリー財団月間

第1714回

例会予告 平成30年11月19日

卓話
保護司について

家村パスト会長

インスピレーションになろう
米山記念奨学会委員会 清水（大）委員長
澤井会員、小林会員、由上会員、大藤会長より、特
別寄付をいただきました。ご協力をありがとうござい
ました。

社会奉仕委員会

紙谷委員長

平成30年11月 1 日
（木）吹田西ロータリークラブ主催
のクリーンデイです。07：30に東急REIホテル前に集
合して下さい。
平成30年11月16日
（金）国際奉仕・社会奉仕主催の炉
辺談話を行ないます。場所：華や江坂店

記録
（IT・広報含む）委員会 木下委員長
今月初旬からお願いしてきましたマイロータリーの
登録率ですが、全世界の登録率は2017年 1 月現在で
27.04%です。ガバナー月信 9 月号によると当地区で
51.7%、そして現在、我が吹田西RCは100%となりま
した！ご協力、有難う御座いました。
「マイロータリー」とは、ロータリー活動や地区・
クラブ運営に必要な情報やデータを随時入手できるシ
ス テ ム で、特 に 会 長、幹 事、事 務 局 に と っ て は、
「ロータリー・クラブセントラル」というページで寄
付や会員増強目標の設定が出来たり、入退会更新など
の会員情報の管理、半期報告書、人頭分担金の請求書
発行等、地区、クラブ運営にとって現在では不可欠な
オンラインシステムとなっております。
マイロータリー登録を完了して頂くとその次にクラ
ブセントラルというページがあります。これは会長、
幹事、事務局だけでなく皆さんも閲覧できます。皆
様、今一度ログインして頂き、クラブセントラルを是
非ご覧下さい。
また、会長、幹事（それと事務局）は特別なIDと
なっております。
それは、第一に、年間のロータリー賞受賞のノミ
ネート舞台に上がるべく奉仕活動の報告をして頂く為
です。以前は奉仕にまつわる報告を第2660地区へ書面
で行なっておりました。それが2015−16年度（立野ガ
バナー時代）にマイロータリーが導入され、それ以降
ガバナー事務所ではなく、各クラブが直接、RIへ報
告する事になったのです。つまり、会長、幹事のID
でログインし、クラブセントラルの−奉仕活動−のタ
グから若しくは−ロータリーショーケース−に、先日
の山本ガバナー訪問時にお話しされていました自分達
の本年度ビジョンや行った奉仕活動を入力すること
で、RIへ直接、報告する事が出来るようになりました。
よって、ロータリー賞受賞クラブの通知が地区大会
直前に第2660地区ガバナー事務所に届き、地区大会で
表彰される仕組みになっています。大藤会長、榎原幹
事、そして皆さん頑張りましょう。
第二に、会長、幹事に加えて会計、会員増強委員
長、ロータリー財団委員長にも特別なIDが付与され
ています。これはGG（グローバル補助金）申請の際
にこの 5 名の方々の承認の項目がクラブセントラル内

にあります。今年度はGGの申請を現時点でしており
ませんが、今後申請年にこれらの役職におられます会
員はご留意下さい。
以上、マイロータリーの登録が必要な理由をほんの
一部だけ紹介させて頂きましたが、登録され、サイト
内を閲覧頂くとRIの情報や知らなかったロータリー
クラブの概要、資料のダウンロードなど様々な機能が
付与されていますので、是非ご覧ください。

お誕生日のお祝い
会

員
木下会員
長屋会員
大藤会員

会員夫人
堀会員夫人
水谷会員夫人
橋本（幸）会員夫人
宮川会員夫人
坂本会員夫人
榎原会員夫人
由上会員夫人

ご結婚のお祝い
田中会員ご夫妻
井伊会員ご夫妻
青木会員ご夫妻
矢倉会員ご夫妻

卓

11月

11月

由上会員ご夫妻
坂口会員ご夫妻
石﨑会員ご夫妻

話

吹田西ロータリークラブ40年の歴史について

瀧川パスト会長

1970年代になって急速に発展してきた江坂において
ロータリークラブを新設しようという動きが吹田ロー
タリークラブに芽生え、1980年の春早々、名張隆政氏
を特別代表として熱心に活動していただきました。
吹田ロータリークラブから、山出敬二氏、駒井茂春
氏、鈴木基弘氏の 3 名が新クラブに参加し、あと大阪
北ロータリークラブから益邑 健氏（大同生命保険会
長）を新クラブの会長としてお迎えして、江坂地域か
ら総勢34名が参加して平均年齢50歳という清新なクラ
ブが誕生しました。
創立総会

1980年 6 月12日

国際ロータリー加盟 認証状伝達式 1981年 3 月14日
大阪港ロータリークラブ（現 大阪リバーサイド
ロータリークラブ）と箕面中央ロータリークラブと
3 クラブ 合同「認証状伝達式」

