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4つのテスト

●真実かどうか

第1718回例会

●みんなに公平か

平成30年12月22日

クリスマス家族例会 in 東急REIホテル

●好意と友情を深めるか

●みんなのためになるかどうか

2 ．12月の結婚記念日お祝いをお送りしています。
3 ．本日19：00より理事会があります。
4 ．来週17日の例会はお休みですので、お間違えのな
いようお願いします。22日（土）の例会受付は17時

今週の歌

15分、例会開始は45分からです。

「手に手つないで」

5 ．事務局の年末年始休暇は12/26〜 1 / 4 までです。

前回内容

急用は榎原幹事までご連絡下さい。

会長挨拶

大藤会長

皆さん今晩は、先週、地区大会が無事に終了いたし
ました。ご出席いただきました会員の皆様、有難うご
ざいました。
第一日目の会長幹事会において、マイロータリーの
優秀クラブとして表彰を受けました。
当クラブの表彰は、登録頂いた会員の皆様のお蔭と
感謝するとともに、木下会員の多大なる尽力のおかげ
でございます。木下会員感謝申し上げます。
尚、本日、表彰状を回

出席報告

覧させていただいており

●会

ます。

●来

さて、本日は年次総会

数

49名

出席会員数

客

0名

本日の出席率

佐藤副委員長
42名
95.45％

●11月26日の出席率（メーキャップ含む）100％

でございます。役員選挙
等から、時間制約を考え

親睦活動委員会

これで会長挨拶とさせて

瀬川委員長

次回例会はクリスマス家族例会です。

頂きます。

幹事報告

榎原幹事

1 ．米山記念奨学会より感謝状、表彰ピンが届いてお
りますのでお渡しします。
第9回

瀧川会員

第8回

家村会員

第6回

石﨑会員

第5回

井伊会員

第4回

青木会員

第3回

本田会員・田中会員・荻田会員

第2回

西村会員・榎原会員・村井会員・
瀬川会員

第1回

員

出席委員会

橋本（幸）会員・坂本会員・近藤会員

12月22日（土）17：15受付開始です。
プレゼント交換につきましては、プレゼント大抽選
会という形でさせていただきます。
各自プレゼントをお一つ以上お持ちください。
お子様分は不要です。

疾病予防と治療月間

第1719回
卓話
職業奉仕

例会予告 平成30年1月7日
橋本

幸治理事

インスピレーションになろう
ニコニコ箱

髙木副SAA

●尾家会員 誕生日祝いありがとうございました。今
日で81才になりました。
●毛利会員 結婚記念日のお花ありがとうございまし
た。50年になります。
●木下会員 地区大会ご出席、皆様お疲れ様でした。
地区委員会の兼ね合いでRI会長代理歓迎晩餐会に
も出席してきました。皆様も一度ご出席ください。
●橋本
（徹）
会員 明 日 PM10：00「ガ イ ア の 夜 明 け」
に息子が取り上げられています。
●紙谷会員 寒くなりました。
●山下会員 次回、欠席いたします。 1 年間ありがと
うございました。
●長屋会員 地区大会欠席のお詫び。
●阿部会員 坂口先生、インフルエンザ注射77名分弊
社までお越しいただきありがとうございました。
●橋本
（幸）
会員 結婚祝いのお花ありがとうございま
した。
●水谷会員 地区大会の抽選会で当たりました。
●佐藤会員 地区大会お疲れ様でした。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計のニコニコB

卓

33,000円
681,000円
5,500円

話

40周年について

橋本

徹也会長エレクト

40周年準備委員会では2020年 6 月 1 日（月）40周年記
念式典日として決めさせていただきました。
準備委員会構成メンバーは、31周年目から39周年ま
でのパスト会長の方なので自分が担当された 1 年間の
まとめを記念誌用にまとめていただく方向で進めてい
ます。
吹田西ロータリークラブは、昭和55年 6 月12日、吹
田ロータリークラブをスポンサークラブとして、会員
34名をもって創立。
・10周年記念事業は、豊津公園に太陽時計を贈呈
・20周年記念事業、吹田市主催の国際高齢者記念フェ
スティバル主管、真実の口モニュメントを江坂東急
ハンズ前に設置。
・25周年江坂ロータリー15周年と合同でえさか地域の
文化施設建設資金の一部として寄付を行なった。
・30周年記念事業クリーンウォータープロジェクトの
マッチンググランドとしての取り組み、
「リオちゃ
んふる里へ帰る」のモニュメント事業。
その30周年の基本方針で仲辻パスト会長は「論語」
為政篇を取り上げられ「子曰く、吾十有五にして学に
志す、三十にして立つ」この孔子の言葉のごとく、わ
がクラブも伝統を踏まえ、ロータリーの奉仕の精神と
いう原点に戻り、より一層の発展を目指されました。
そして、40年を迎えた私たちは、「四十にして惑わ
ず。五十にして天命を知る。」孔子の言葉の続きのご
とく、私たちの奉仕活動に迷うことなく方向を定め、

天から与えられた使命を持った50周年になるよう、取
り組んで生きたいと思います。大きな事業をするとい
うよりも、50周年に向けたビジョンを策定したいと
思っています。
40周年実行委員長とともにすばらしい40周年となる
ように頑張っていきます。

年次総会

大藤会長

只今より年次総会を開催します。
定款・細則の定めにより、議長は私がつとめます。
会員総数49名、本日の出席会員数は42名です。
細則第 5 条第 4 節により本総会は成立いたしました。
議題 1 、次年度役員及び、理事選挙に移ります。
細則第 3 条第 1 節（e）項により、役員候補者がそれ
ぞれ 1 名の場合は投票を行なわず、出席者に賛否を問
うことになっています。
次年度の役員候補者は各 1 名です。氏名を読み上げ
ます。なお、敬称は略させていただきます。
次年度会長候補
橋本 徹也
次々年度会長候補
由上 時善
次年度副会長候補
杦本 日出夫
次年度幹事候補
堀 豊
次年度第一副幹事候補
木田 昌宏
次年度第二副幹事候補
木下 基司
次年度会計監事候補
荻田 倫也
40周年実行委員長
尾家 亮
以上に反対の方、挙手をお願い致します。
保留の方、挙手をお願い致します。賛成の方、挙手
をお願い致します。
以上の賛否による採決の結果、候補者全員が次期役
員と決定しました。
細則第 3 条第 1 節（f）項により、
次年度会長
橋本 徹也
次々年度会長
由上 時善
次年度副会長
杦本 日出夫
次年度幹事
堀 豊
以上の 4 名は次年度理事に選出されました。
次に、細則第 1 条第 1 節（d）項により、平成30年11
月29日付で通知しました、10名の理事候補者より 5 名
の理事を選ぶ選挙を投票によって行ないます。
開
票
選挙の結果、次の方々が次年度理事に決定しました
ので、ご報告いたします。
西村 元秀、清水 大吾、近藤 亘、橋本 芳信
清水 良寛
なお、次点は、瀬川 昇
それでは、役員および理事の選挙が終了しましたの
で年次総会はこれで閉会します。
なお、細則第 3 条第 2 節（b）項により、は本総会に
よって選出された次年度会長は、会長ノミニー、副会
長、幹事、理事 5 名と共に、 1 週間以内に次年度理事
会を開催していただき、会計、会場監督を選出してい
ただくよう規定されておりますのでよろしくお願い致
します。

