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次週 第1623回 例会予告　平成28年7月11日

卓      話　    新年度理事挨拶　　

                  国際奉仕担当　　　紙谷幸弘理事　

　　　　　　　　　職業奉仕担当　　　髙木久美子理事

　　　　　　　　　社会奉仕担当　　　清水大吾理事

　　　　　　　　　青少年奉仕担当　　杦本日出夫理事

　　

　　

ロータリー新年度

先週内容

会長挨拶 青木会長　

幹事報告 荻田幹事
卓　　話【新年度挨拶】
　　　　　　　　　　　　　　井伊圭一郎会長
　　　　　　　　　　　　　　荻田倫也副会長
　　　　　　　　　　　　　　本田ＳＡＡ
    　　　　　　　　　　　　　矢倉クラブ奉仕理事
今週の歌「君が代」　「奉仕の理想」

第 1622 回　 例会　平成 28年 7月 4日

　いよいよ本日が小生にとりまして、会長とし
ての最後の例会となりました。
　後ほど卓話にて、「1年間を振り返っての総括」
をさせていただきますが、それに先立ちまして、
今年の卓話のテーマ「健康」に込めました、私
なりの「思い」についてお話ししたいと存じます。

　1年間、メンバーの皆様方には、大変お世話
になりまして、本当にありがとうございました。
　次年度からはまたフロアーメンバーに戻り、
皆様方とご一緒に、楽しくロータリー・ライフ
を楽しませていただきたく存じます。

1.１年間、幹事として拙い運営で、至らないと
ころも多々ありましたことをお詫び申し上げま
す。皆様のご支援・ご協力により、本年度、最
終例会を迎えることができました。ありがとう
ございました。
2. 先週に続き、米山功労賞の表彰状が届いてお
ります。長屋会員、表彰させていただきますの
で前にお越しください。

ガバナー補佐を終えて
　ガバナー補佐に推薦され早や 2年半が経ちま
した。革新的な挑戦的な立野ガバナーの補佐役

出 席 報 告

●会　員　数 49名 ●来　　　客 0名
●出席会員数 41名 ●本日の出席率  91.11％
●6月6日の出席率（メーキャップを含む） 100％ 

出席委員会　澤井委員長
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　重ねて御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。

新 井 ガ バ ナ ー 補 佐 ご挨拶



　7月 1日は江坂企業協議会主催のクリーンデ
イです。7時 30分江坂公園噴水前集合です。7
時 45分より第 66回「社会を明るくする運動」
の駅頭宣伝で江坂駅前にてティッシュ配布によ
る啓発活動を行います。
　7月 2日土曜日には市民集会がメイシアター
中ホールで開催されます。
参加される方はお忘れなきようお願いいたしま
す。

社会奉仕委員会 榎原委員長

　尾家パスト会長が旭日小綬章を叙勲されたこ
とを祝し、吹田西ロータリークラブの有志でお
祝い金をお一人様一口１万円にて募っておりま
す。本日さっそく多くの方々にご厚志をいただ
いておりますことを御礼申し上げます。

次年度幹事報告 長屋次年度幹事

　本日皆様のポストに次年度上半期の年会費の
請求書を入れておりますが、一部訂正がござい
ます。「１月３１日までにお振り込み下さい」と
記載しておりますが、正しくは「７月３１日」
となります。宜しくお願い致します。

次年度会計報告 木下次年度会計

　7月 1日よりロータリー財団のレートが現在
の 1ドル 110 円から 1ドル 106 円へ変更とな
ります。次年度の目標が会員 1名あたり 160 ド
ルとなっておりますので、日本円で 16,960 円
となります。皆様よろしくお願い致します。

次年度ロータリー財団報告

堀次年度ロータリー財団委員長

◆青木会長：一年間お力添えを頂戴致しまして、あ
りがとうございました。ロータリーの寛容の精神と、
ロータリーの友情に深く感謝致します。

◆新井ガバナー補佐：ご声援ありがとうございまし
た。

◆家村会員：6月 6日から 2週間入院をし、無事 20
日に退院をいたしました。その間青木会長、荻田幹
事を始めたくさんのお見舞をいただきありがとうご
ざいました。また、青木会長、荻田幹事をはじめ役
員の皆様、１年間ごくろうさまでした。

◆坂口会員：昨日、次男が結婚いたしました。感謝。

◆伊藤会員：青木会長にお世話になりました。

◆小林会員：なによりも青木会長お疲れ様でした。

◆宮川会員：青木会長はじめ役員、委員長の皆様ご
苦労様でした。

ニコニコ箱 小林ＳＡＡ
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お誕生日の御祝　＊＊７月＊＊
会　　　員
昭和 30.7.6　　　　　西村　　会員
昭和 19.7.18　　　　石﨑　　会員
昭和 42.7.18　　　　水谷　　会員
昭和 22.7.22　　　　小林　　会員
昭和 20.7.31　　　　家村　　会員
　　　　　　　　　　　　　　以上５名
会　員　夫　人
　7.1　　　　 　　　橋本芳信会員夫人
　7.12　　　　　　 井伊　　会員夫人
　7.17　　　　　　　阿部　　会員夫人
　7.22　　　　　　　本田　　会員夫人
　7.27　　　　　　　尾家　　会員夫人
　　　　　　　　　　　　　　以上５名

としてどれだけお役に立てたかは疑問ですが吹
田西 RCの補佐役として頑張ったつもりです。
　ロータリーは E（Enjoy) ,S (Study) ,S(Service)
で表されますが Study（学ぶ）の Sを充分にさ
せていただきました。12クラブへの訪問も苦し
かったが楽しいものでした。唯、自クラブ例会、
行事に出席が出来なかったことが残念でした。
　ご支援、ご声援　ありがとうございました。



　クラブ奉仕理事の伊藤でございます。
まずは、一年間皆様ご協力頂き有難うございま
した、感謝致します。 
クラブ奉仕として初めての仕事は、地区からの
要請のあった新たに「クラブ戦略委員会」の設
置について、8 月 3 日クラブフォーラムを開催
致しました。 グループに分かれ活発な意見交換
がされ、短期は理事会で長期はクラブ戦略委員
会で考えることにメリットがあるという意見で
した。
　次に 8 月 28 日 ( 金 ) クラブ奉仕炉辺談話を会
員 19 名にて開催致しました。テーマは会員増
強について他クラブで実績のある「友人招待例
会」についての 意見収集です。 概ね否定的な意
見は少なく、少しクリアすべきことが残るとい
う程度でした。 そして「友人招待例会」実施に
あたり、事前登録用紙を提出頂き、4 月 18 日 
例会にて実施、6 名の会員より 7 名の友人を招
待致しました。 この中から会員増強となること
を期待致します。
　さて委員会についてご報告申し上げます。

本日までのニコニコ箱　1,466,091 円
本日のニコニコ箱　　　　 99,000 円
累計のニコニコ箱　　　1,565,091 円

◆井伊会員：青木会長、荻田幹事、理事役員の方々、
一年間ご苦労様でした。次年度もよろしくお願い致
します。

◆荻田幹事：１年間ご協力をいただきありがとうご
ざいました。

◆阿部会員：青木会長、荻田幹事、理事の皆様、１
年間ありがとうございました。

◆長屋会員：プログラム委員、一年間何とか終わり
ました。青木会長お疲れ様でした。

◆西村会員：青木会長、一年間お疲れ様でした。

◆矢倉会員：青木会長、荻田幹事、一年間本当にお
疲れ様でした。新井ガバナー補佐お疲れ様でした。

◆橋本（芳）会員：青木会長、荻田幹事、１年間お
疲れ様でした。

◆梶山会員：御無沙汰しております。元気です。青
木会長ご苦労様でした。

◆橋本（徹）会員：青木会長、荻田幹事、１年間ご
苦労様でした。

◆郷上会員：青木会長、お世話になりました。

◆河邊会員：ＳＡＡの皆様、楽しい１年でしたね。
　
◆小川会員：青木会長、荻田幹事、１年間お世話に
なりました。
　
◆木田会員：青木会長、一年間ご苦労様でした。
　
◆渋谷会員：青木会長、荻田幹事、１年間ありがと
うございました。お疲れ様でした。

◆石﨑会員：新井ガバナー補佐、お疲れ様でした。
３年前、私が会長時に指名致しました。
ご苦労をお掛けしました。

◆堀会員：１年間ニコニコと会報で皆様に多大なる
ご協力をいただき有難うございました。

　ニコニコはおかげ様で１５０万円の目標を大きく
超える結果となりました。
　次年度はロータリー財団を担当致します。宜しく
お願いいたします。

卓話１　「１年間の総括」　               
　　　　　　クラブ奉仕　伊藤　泰充理事

卓話２　「この一年間を振り返って」                    
　　　　　　　　　　　　青木　建雄  会長　

一年間の総括 
クラブ奉仕 伊藤理事
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基本テーマ「奉仕を通じて親睦を」

（2015 ～ 2016 年度）　　会長　青木　建雄

まず、親陸委員会は秋の移動家族例会を 2015
年 9 月 7 日京都高尾のもみじ 屋での川床料理、
芸者さんの踊りもあり、出席会員 32 名、家族
15名 ( 事務局含め合計 48名 ) の参加。
　クリスマス家族例会を 2015 年 12 月 21 日新
大阪江坂東急 REI ホテルでの 手作りクリスマス
パーティ、出席会員 41 名、家族 24 名、子供 8
名 ( 事務局 含め合計 74 名 ) の参加。
　春の移動家族例会を 2016 年 4 月 4 日スミレ
大阪での中之島リバークルーズ ( 船上からのお
花見 )、船上時間と例会開始の間にギャップがあ
り、少し戸惑いの 家族例会でした。出席会員
37 名、家族 17 名、子供 2 名 ( 事務局含め合計 
57 名 ) の参加。

　木下親睦活動委員長、創意工夫の家族例会、
楽しませて頂きました。
長屋プログラム委員長より、会長方針で特に「健
康」にまつわる、或いは関連する卓話を数回実
施できました。 
　澤井出席委員長より、クラブ例会への積極的
出席、止むを得ず欠席した場合の メーキャップ
実行を行いました。
今年度もメーキャップ含め例会 100％出席とな
りました。
　尾家会員増強委員長より、自分の業務に追わ
れて会員増強に貢献できず、しかし、友人招待
例会を実行されたことに感謝しますとのことで
す。 
　坂口記録委員長より、写真撮影とホームペー
ジにアップし記録として残すことを行いました。 
堀クラブ会報委員長より、昨年度から急遽、印
刷業者が変わり従来の方法からコストを削減す
べく、委員会にて各種原稿をまとめデータ化し、
印刷業者へ送ることとしました。次年度は更な
る簡略化が進むようです。
　石崎研修情報・規定委員会より、 2016 年 6月
17 日ホテルニューオオタニ 大阪にて「フレッ
シュロータリアンフォーラム  (FRF)」が開催さ
れました。3 年に 1 度行われる 2016 年規定審
議会がシカゴで開催されました。
　今回の審議会では、例会スケジュールや会員
身分に関してより多くの裁量をクラブに委ねる
法案などが採択されました。
　最後に、 1 年を振り返り資料にまとめており
ますと、皆様に多大なご協力を頂 いたこと改め
て感謝致します。 
　次年度のクラブ奉仕委員長、宜しくお願い致
します。

　思い起こせば去年の 7月、2015 年・2016 年
度吹田西ロータリークラブ会長職を拝命致しま
して、あっという間の 1年間でございました。
　本日を持ちまして荻田幹事と共に力を合わせ
ました結果、めでたく無事任期満了を迎えるこ
とが出来まして何とも言えずほっとしておりま
す。
この 1年間支えていただきました各理事・各委
員長・全会員の皆様方のお力添えに対しまして、
深く感謝と御礼を申し上げます。ありがとうご
ざいました。
　さて本年度当地区ガバナー補佐の重責を見事
に果たされました新井パスト会長に、心より尊
敬の念と感謝を申し上げる次第です。本当にこ
の 1年間いろいろとご指導・お世話になりまし
てありがとうございました。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　小生の入会の際の紹介者である新井パスト会
長が地区のガバナー補佐に就任される年度に、
そして同じく小生をこの会にご紹介してくださ
いました瀧川パスト会長が秋の叙勲の栄に浴さ
れる年度に、会長職が回ってきたことに、なに
かしらのご縁を感じる次第であります。そして
瀧川パスト会長には組織図草案の段階で、いろ
いろご助言・ご指導を賜りました。ありがとう
ございました。また尾家パスト会長が春の叙勲
の栄に浴される年度でもありました。心よりお
祝い申し上げます。
　そして小生が幹事を務めさせていただいた時
の 10年前の会長である河邊パスト会長にもい
ろいろと困った時に助けていただきました。あ
りがとうございました。
また第 2660 地区国際奉仕木田副委員長、同じ
く第 2660 地区ロータリー財団補助金小委員会
紙谷委員、出向お疲れ様でした。また次年度出
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向者の皆様、頑張ってください。
　さて本年度の地区の立野ガバナー方針は「変
革を！ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）を」
でありました。
　当クラブの本年度の基本テーマは、ロータリー
の原点と言うべき、「奉仕を通じて親睦を」でご
ざいました。今ここで振り返りますと「私自身が、
奉仕を通じて、より一層会員の皆様方と親しく
なれた」気がいたします。
　ＳＡＡ委員長を務めていただきました小林パ
スト会長に一言御礼を申し上げます。
　クラブ例会での食事前の貴重なお時間を頂戴
致しましての会長挨拶の設定・毎回抽選による
席順の設定や「にこにこ箱」の集金方法発表の
タイミングそしてガバナー補佐訪問時・ガバナー
正式訪問時でのきめ細かな対応など、随所に小
林パスト会長ならではの采配のおかげをもちま
して、滞りなくいろいろな行事を遂行すること
が出来ました。ありがとうございました。感謝
しています。

ーテを」康健「、はてしまきつに動活仕奉ブラク　
マに外来講師・会員による卓話も並行して実施
していただきました。長屋委員長の適切なる各
例会でのプログラム設定、ありがとうございま
した。私の主治医である坂口パスト会長にも「健
康寿命について」卓話をいただきました。あり
がとうございました。「ピンピンコロリ」を目指
して頑張ろうと思います。
　戦略計画委員会に関しましては地区からの要
請もあり、設立致しました。
「姉妹クラブのコロンボセントラルロータリーク
ラブとの姉妹締結 30周年を迎えるにあたって
の当クラブとしての対応について」「当クラブ
40周年を迎えるにあたり記念誌発行に向けての
準備」などについて協議し、理事会の承認を得
て一応の結論が出ました。
　今年度は 2回の開催にとどまりましたが、次
年度からも 3年から 5年先を見据えた今後のク
ラブの活動の方向性を検討する委員会になれば
よいと思っています。

　最初の開催となる秋の家族移動例会は、京都
高尾もみぢ屋さんにて舞妓さんと一緒に会話や

などの、唄と踊りを楽しみました。そしてクリ
スマス家族会は、新大阪江坂東急ＲＥＩホテル
にて開催、そして春のスミレ大阪でのお花見家
族移動例会と、年間 3回開催させていただきま
した。

　木下親睦委員長には大変お世話になりました。
毎回素早い対応と気配り、また乗せ上手なキャ
ラクターにて大いに盛り上げていただきました。
本当にありがとうございました。
　広報活動につきましては、4月 18日に友人招
待例会を開催していただき 7名のメンバーのご
友人の方々 8名より出席を得ました。近い将来
の会員増強につながればと願っています。その
節には伊藤委員長お世話いただきましてありが
とうございました。井伊エレクト、出来ましたら、
次年度も開催していただけたなら幸いです。
　また本年度は会員純増 1名を目標とし、スター
ト致しました。就任早々水間会員が退会され、
どうなることかと案じましたが、前年度承認、
今年度ご入会の橋本幸治会員をはじめ近藤亘会
員、阪本一成会員、水谷徳之会員の 4名の方よ
り入会していただきました。山岡会員は退会さ
れましたが、後任の水谷様がご入会されまして
スタートした時が 47名、任期満了時が 49名と
結局のところ純増 2名となりました。たまたま
の出来事ですが、嬉しいことです。
　橋本幸治会員ご紹介者の家村会員・橋本徹也
会員、近藤亘会員ご紹介の瀧川会員・梶山会員、
阪本一成会員ご紹介の橋本徹也会員・清水会員、
水谷徳之会員ご紹介の瀧川会員・田中会員、本
当にありがとうございました。
　そして社会奉仕活動につきましては 12月に
江坂大池小学校におきまして、吹田の伝統野菜
「クワイ」の普及と啓発に「食育」を絡め、平野
農園さんの協力を得て、「江坂大池クワイ祭り」
を実施致しました。美味しいところは、平野園
長と橋本芳信会員扮する「スイタン」に全部持っ
ていかれたような気も致しますが、生徒も園児
も喜んでくれ、こちらも楽しい気分になりまし
た。
　また「地区補助金を活用しての人道支援奉仕
活動」と致しましては、東日本大震災により被
災されました大船渡市赤崎保育園に高性能理水
活水装置贈呈プロジェクトを行いました。
　大船渡ＲＣ、盛岡西ＲＣ及び第 2520 地区災
害支援特別委員会との共同プロジェクトとして
家村災害復興委員長が現地と調整していただき、
7月30日 (木 )31日 (金 )8月1日 (土 )2日 (日 )
に総勢 12名の会員の参加のもと、行って参り
ました。また地元の新聞 2紙より取材を受け、
記事にもしていただきました。これだけの人数
が集まり実行できたというのは、家村災害復興
委員長のご人徳というほかはなく、有り難く感
謝しています。

　そして盛岡西ロータリークラブさんからは、
5月 7日 ( 土 ) に創立 50周年記念式典・祝賀会
に招待されまして、前後 3日間当クラブより家
村災害復興委員長を団長と致しまして 7名にて
出席して参りました。
　職業奉仕活動と致しましては、昨年度と同様、
会員による地域の小中学校での出前授業並びに
会員の職場での職場体験学習を実施致しました。
またダスキンミュージアムでの「手作りドーナ
ツ体験」では、14名もの参加がありロータリア
ン自身が職業体験を楽しみました。
そしてまた 10年ほど以前、当時職業奉仕委員
長であった吉田会員が作られた「私の職業・タ
ウンページ」の刷新・拡充もはかっていただき
ました。
　国際奉仕活動と致しましては、友好クラブの
ナコンパノムロータリークラブから正式な要請
が参りまして代表団 8名で昨年度に引き続き、
ナコンパノムＲＣとの共同事業の「クリーン
ウォータープロジェクト」を実施して参りまし
た。今年は少々悪乗りしまして、木下会員の進

活動性試験）をも実施致しました。
　そして 5月 28日 ( 土 ) より 5日間、国際大会
が韓国ソウルにて開催され、新井ガバナー補佐
を団長と致しまして当クラブ 8名の会員、総勢
9名にて参加して参りました。私にとりまして
2度目の国際大会出席ということで、思い出に
残る大会となりました。
　次に青少年奉仕活動ですが、地区の青少年を
対象にした奉仕活動に関しましては、阿部委員
長が、昨年度も実施致しましたが木瀬部屋の力
士による出前授業を今年は豊津中学校にて実施
致しました。3年生の子どもたちは、当日のお
相撲さんとの触れ合いを本当に楽しみにしてい
たようで、すごく喜んでくれました。肥後ノ海
親方も地域に根ざした相撲部屋をということを
モットーにされておられるとのことですので、
この出前授業はぜひ来年以降も続けていただけ
たらと願います。

　最後に、被災地盛岡での赤坂幼稚園の園児に
対するむし歯予防のワンポイントアドバイスで
は家村災害復興委員長が、そしてタイ・ナコン
パノムでの歯科健診では小林パスト会長が、ま
た江坂大池クワイ祭りでの食育ワンポイントア
ドバイスでは榎原社会奉仕委員長が、そして豊
津中学校・豊津西中学校・片山中学校に対する
職場体験学習では橋本徹也職業奉仕委員長が小
生に職業奉仕の機会を与えてくださいました。
　この場をお借りし、厚く御礼申し上げます。

　以上、我がクラブの伝統である、明るく楽し
いクラブ運営に、小生のできる微力な範囲内の
ことではございましたが、全力で努めてまいり
ました。
　全会員の皆様方よりロータリーの寛容の精神・
そしてロータリーの友情でもって、頼りない小
生を会長として受け入れていただき、その上に
多大なるご協力そしてお力添えを頂戴致しまし
たことに対しまして、改めて厚く、深く御礼申
し上げます。
　本年度の基本テーマ「奉仕を通じて親睦を」は、
冒頭に申し上げました通り私自身が皆様方と、
より親密になれましたことにより、実証された
と思っています。
　皆様方と共に、私の一生の思い出に残る楽し
く充実した 1年間でありました。
　本当にありがとうございました。
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