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第1714回例会　平成30年11月19日
卓話
　保護司について　家村パスト会長

今週の歌

「R－O－T－A－R－Y」

前回内容

会長挨拶	 大藤会長

皆さん今晩は、まず、ガバナー補佐の件につき、私
の言葉足らずにより、皆様にご心配をおかけしました
ことをお詫び申し上げます。
今年度より、第 ２ 組１２RCが、１5RCに増えたことに
より、ガバナー補佐は以前、輪番制（慣例）でありま
したが、来年度からは、立候補及び推薦になったこと
を皆様にお伝えしなかったため、新井パスト会長がガ
バナー補佐をなさってから年数が浅いのにとの問い合
わせがありましたこと、誠に申し訳けございませんで
した。深くお詫び申し上げます。
さて、来々週の２6日の例会のゲストのプロフィール
のチラシを配布しております。２6日の卓話にご参加い
ただける奥様等がおられれば、来週の例会時に事務局
までお届け頂きたく存じます。尚、奥様方には卓話の
始まる 6時３0分頃にご入場頂きますので、宜しくお願

い申し上げます。

それでは、本日は新しいよき仲間をお迎えしており

ます。会長挨拶これにて失礼させていただき、新入会

員の入会式を引き続き行わさせていただきます。

本日より、吹田西ロータリークラブの会員となられ

た「福原 斉」（ふくはら ひとし）さんをご紹介いたし

ます。

では、福原会員のご紹介者である、澤井会員にご紹

介していただきます。

新入会員紹介
福原　斉 会員

株式会社 澤井建設事務所　設計部長

皆様よろしくお願いいたします。
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ロータリー財団月間

第1715回　例会予告 平成30年11月26日

卓話
　オペラの夕べ
　　オペラ歌手　星野　隆子 様
　　ピアノ演奏　加藤　英雄 様
 （大藤会長ゲスト）



幹事報告	 榎原幹事

１ ．�１１月の誕生祝のお品をお渡しします。結婚記念日

のお祝いをお送りしております。

２．�本日１9：00より選考委員会があります。来週１１月

度理事会がありますので、宜しくお願いします。

３．�福原新会員の会員名簿添付用シールを封筒に入れ

てBOXにお配りしております。

出席報告	 出席委員会　佐藤副委員長

●会　員　数　49名　　出席会員数　4２名

●来　　　客　 0名　　本日の出席率　9３.３３％

●１0月２２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

橋本（徹）会員、清水（大）会員、紙谷会員、郷上会

員、伊藤会員より、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。

国際奉仕委員会	 坂本委員長

１１月１6日に国際奉仕委員会と社会奉仕委員会主催の

炉辺談話を華や江坂店で１8：３0より行います。

１１月２0日より橋本（徹）会員を団長としてタイ・ナコ

ンパノムにクリーンウォーター事業で行って参ります。

社会奉仕委員会	 紙谷委員長

１１月 １ 日にクリーンデイを実施、橋本（徹）会員、

河邊会員、杦本会員、髙木会員、近藤会員、本田会

員、橋本（幸）会員、山下会員、水谷会員に参加して頂

きました。

野球同好会	 清水（大）会員

第３0回２0１8－２0１9年度　第２660地区ガバナー杯争奪軟

式野球大会

第 6戦結果報告

１１月 4 日（日）　箕面市サントリー球場　対八尾東RC

チーム名 計

八尾東 棄権 0

吹田西 不戦勝 7

ニコニコ箱	 髙木副SAA

●坂口会員　孫が生まれました。（ 4人目です）

●井伊会員　結婚記念日のお祝いありがとうございま

した。

●清水（大）会員　野球部の皆様、ガバナー杯お疲れ様

でした。優勝できませんでしたが、来年も頑張りま

しょう！

●橋本（徹）会員　野球同好会 ３位決定戦へ進むことが

出来ませんでした。監督の責任です。

●大藤会長　新入会員　福原さんをお迎えして

●澤井会員　間もなく卒業させて頂きますので、今日

は後継者の福原と参りました。どうか宜しくお願い

致します。

●長屋会員　新入会員　福原さんをお迎えして。

●坂本会員　野球は残念でした。来年は戦力になれる

ようにがんばります。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 26,000円

　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 559,000円

　　　　　　　　累計のニコニコB� 5,500円



第 5戦結果報告

１１月 ３ 日（土祝）　箕面市サントリー球場　対うつ

ぼRC

チーム名 一 二 三 四 五 計 勝ち点

吹田西 0 １ 6 0 0 7 8

うつぼ １ 4 0 ３ × 8 １１

前々日に最終戦予定の八尾東RCが棄権のため不戦

勝が確定し、勝った方がブロック １位となる大一番の

試合、河邊パスト会長と榎原幹事も応援に駆けつけて

頂き白熱したシーソーゲームとなり ２点をリードしま

したが、守備の乱れなどもあり ３点を奪われ再逆転さ

れた最終回、 ２死 ３塁で一打出れば同点の所まで粘り

ましたが後続を断たれ 7対 8で惜敗致しました。この

結果 4勝 ２敗勝ち点 8でブロック ３位となり優勝は逃

がしましたが最終戦はナイスゲームでした！

河邊パスト会長、榎原幹事応援差し入れありがとう

ございました。

試合終了後はユニフォームのままで大阪城公園で開

催された地車（だんじり）in大阪城のロータリーブー

スへ行き山本ガバナーとも交流ができて有意義な １日

でした。皆様応援ありがとうございました。

ロータリー財団について
� ロータリー財団委員会　矢倉委員長

私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そし

て自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため

に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指して

います。切迫した問題が山積みとなっているこの世界

で、私たちは単なる傍観者ではなく、自ら行動する責

任があると考えています。ロータリーは以下の分野に

重点をおいて活動しています。

１．平和と紛争予防/解決

２．疾病予防と治療

３．水と衛生

4．母子の健康

5．基本的教育と識字率の向上

6．経済と地域社会の発展

卓　　　話

6 重点分野



インスピレーションになろう

①ポリオ撲滅活動

・最優先事項であり続けている

・�ロータリーは世界の子供たちにポリオ撲滅を約束

した

・約３0年間取り組んで来た

・ポリオ症例数は99.9%以上減少

・�これからも全力を注いで約束を果たさなくてはな

らない

②ロータリー平和センター

・平和活動に貢献する人材に奨学金を提供

・世界で毎年最大で１00名

③補助金プログラム

地区補助金、DG グローバル補助金、GG

人道奉仕　奨学金　職業研修

・�社会奉仕および国際
奉仕
・�小規模および短期 １
年以内
・地区が管理し配分
・クラブが地区に申請

・国際奉仕
・＄３0,000以上
・�6 重点分野で持続性
のある奉仕活動
・クラブが財団に申請

ポール・ハリス・フェロー：年次基金、ポリオプラ

ス、財団承認補助金に累計＄１,000以上寄付

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー：その後、

＄１,000毎

ベネファクター：恒久基金の寄付が＄１,000に初めて

達した人に一度だけ。

メジャードナー：累計＄１0,000以上寄付

アーチ・クランフ・ソサエティ：累計＄２50,000以上

寄付

財団のプログラム

財団寄付の認証

記録（IT・広報含む）委員会よりお知らせ
吹田西ロータリークラブでは、My�ROTRARYアカ

ウント取得率が１00％となりまして、地区大会・会長

幹事懇親会にて表彰される事となりました。

国際ロータリー第２660地区ガバナー事務局からの

メールを紹介いたします。

�

地区内ロータリークラブ

会長・幹事・広報委員長　各位

日頃よりロータリークラブ活動にご尽力頂き、誠に

有難うございます。

ご存知のように地区として65％のMy�ROTRARYア

カウント取得率を目指すことを中期目標に掲げていま

す。

１１月 １ 日現在の地区My�ROTARYアカウント取得

率は5３.１％となっており、50％を超えているクラブは

47クラブを数えます。

１１月 １ 日現在80％超クラブが１２クラブ、50％超80％

未満のクラブが３5クラブ有り、これらのクラブが80％

になると地区でのMy　ROTRARYアカウント取得率

は6３.5％となり、地区目標に限りなく近づくことにな

ります。

そこで、１１月２0日現在でMy�ROTRARYアカウント

率80％超のクラブを地区大会・会長幹事懇親会（１２月

7 日）で表彰させて頂くことになりました。

この機会に、My�ROTRARYアカウント取得者向上

にご協力頂きますようよろしくお願い致します。

尚、既にMy�ROTRARYアカウント取得率80％超で

あっても、アカウントを持たない新会員が入られてア

カウント取得率が80％以下にならないようにご留意く

ださい。

２0１8－１9年度ガバナー� 山本　博史

広報・情報・公共イメージ向上委員長� 樋口　信治


