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7 月の季節の歌「夏は来ぬ」
一、卯 の 花 の 匂 う 垣 根 に ほ と と ぎ す
早も来鳴きて 忍音もらす 夏は来ぬ
二、さ み だ れ の そ そ ぐ 山 田 に 早 乙 女 が
裳裾ぬらして 玉苗植うる 夏は来ぬ
先週内容

会長挨拶

井伊会長

皆様こんばんは、梅雨の中休み暑い日が続い
ています。熱中症に注意してください。バング
ラディシュでの日本人 7 名を含む 20 人が殺害
されました。哀悼の意を捧げます。本年度のトッ
プバッターのお客様は米山奨学生のテイカンラ
ンさんです。ようこそお越し下さいました。歓
迎を致します。後ほど奨学金をお渡し致します
ので最後までごゆっくりおくつろぎ下さい。

新 年 度 を 迎 え ま し た。い よ い よ 2016 〜
2017 年度の会長としての皆様の前で喋るのは
今日が最初でございます。本日が第 1622 回で
すので第 1662 回までの 41 回の期間です。改
めて身の引き締まる思いでございます。大変緊
張しております。皆様の前でお話しすることが
大の苦手です。前年度の青木会長のようにスラ
スラと流暢にうまく喋ることができないと思い
ますがよろしくお願い申し上げます。
まずは、前年度素晴らしい実績を残されまし
た青木会長、荻田幹事そして各担当理事役員の
皆様大変ご苦労様でした。
また、新井パスト会長ガバナー補佐として一
年間ご指導ありがとうございました。
7 月 1 日 ( 金 ) のクリーンデイに沢山のご参
加頂きましてご苦労様でした。同時に第 66 回「社
会を明るくする運動」の江坂駅前でのティッシュ
配り 7 月 2 日の市民集会、後ほど社会奉仕から
ご報告があります。
先日の次年度会長方針の卓話の時、第 2660
地区の具体的目標について話すことができな
かったのでお話しさせて頂きます。5 項目あり
ます。
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1．“The ideal of Service” の基本理念の周知と実践
2．ガバナー月話のペーパレス化による IT の促進
3．ロータリー財団 100 周年、ポリオ撲滅
4．戦略計画の推進
5．IT 再編成
このうち、2．ガバナー月話のペーパレス化
による IT の促進についてお話したいと思いま
す。当年度より紙媒体によるガバナー月話を停
止し第 2660 地区のホームページに掲載されま
す。この移行には二つの利点があります。IT 化
の促進。一つは地区活動費の充実です。2016
年 7 月 1 日よりガバナー月話は全てガバナー事
務所から各事務所へ PDF の添付の形にてメール
配信となりました。ガバナー月話のメールには
MY ROTARY のサイトに URL がありますの
で、月話を読まれたい方は MY ROTARY にロ
グインし各自活用してください。
クラブ会長は例会時の「会長の時間」の内 1
日はガバナー月話の報告、MY ROTARY のト
ピックについても紹介して下さいとのことです
ので今後、報告していく方針でございます。
尚、皆様方全員にメール配信致しますので、
メールの変更ある方は事務局にご連絡ください。

◆ナコンパノムRC
2016－2017年度会長ご挨拶

Wanida Kongkiatkamon

親愛なる皆さんへ
ロータリーの未来のために私たちが出来る
ことの最も重要なことは、ロータリアンが力
を合わせ、我々が出来うる最高のことを一人
一人が実践することです。もしロータリーの
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奉仕を前進さそうと我々が本気で考えるのな
ら、我々一人一人が今日持っているロータ
リーへの同じ想いを、総てのロータリアン個
人が確かなものにすることです。
総てのロータリアンが意味ある役割を演じ、
それぞれが貢献し、その貢献が意義有ること
を確信しなければなりません。
何かが起こったとき、会員は後戻りしてはい
けません。彼らはロータリーに留まり、ロー
タリアンになり、新会員を紹介し、そして変
化をもたらさなければなりません。
新入会員を連れてきただけでは会員の義務
が達せられたとは言えません。新会員がロー
タリーの中で力を合わせ、ロータリーに感激
し、ロータリーの奉仕の精神が人生を変える
までは。
我 々の二つのクラブの協力関係が永遠に続
くことを望んでいます。
ワニダ コンキアッカモン
Dear All,
The most important thing we can do for the
future of Rotary is make sure that Rotarians
are engaged and that each one of us is doing
the most we can.
If we really want to take Rotary service
forward, then we must make sure that every
single Rotarian has the same feeling about
Rotary that each one of us here has today.
We need to make sure that every Rotarian
has a meaningful role to play, that theyʼ re
all making a contribution, and that their
contributions are valued.
Because when that happens, the members
who come in the front door donʼ t go right
out the back. They stay in Rotary, they
become Rotarians, theybring in new
members, and they make a diﬀerence.
The job of membership isnʼ t done when we
bring in a new member. Itʼ s not done until
that new member is engaged in Rotary, is
inspired by Rotary, and uses the power of
Rotary service to change lives. I hope that
the good cooperation between our two
Rotary Clubs will be last forever.
Your Sincerely,
Wanida Kongkiatkamon
President-Elect, RC of Nakhonphanom
Rotary Year 2016-2017

という事でございますので、当クラブも 9 月
5 日のクラブフォーラム、9 月 12 日の戦略計画
委員会で検討させていただきます。ご協力よろ
長屋幹事
幹事報告
しくお願い申し上げます。
本年一年間 幹事の大役を仰せつかりました。
皆様よろしくお願い致します。
１．由上会員にロータリー財団マルチプルフェ
ローの表彰がされました。ピンを授与します。
３．ガバナー月話は本年度からメール配信とな
ります。
４．お誕生日の御祝い品ですが尾家パスト会長
のご紹介を頂き熊本の銘産物となっております。

出席報告

と思い、メロディをもっと快く改訂してもらいまし
ご挨拶
た。会場の皆様も拍手でリズムをとっていただいて
楽しんでいる様子でした。我々の期待以上に盛り上
がって嬉しい限りです。舞台で歌を歌うなんて想像
7 月 3 日に米山総会に参加しました。総会の
したことも有りませんが御蔭さまで大変貴重な経験
第二部、懇親 会では韓国国際大会にご参加で
をさせて頂きました。最高でした。ありがとうござ
きなかった方にもその雰囲気を味わってもらう
います。

ために、われわれ奨学生と学友の方々が協力し
合い韓国らしい舞台を準備しました。「サムルノ

お誕生日の御祝

＊＊７月＊＊

出席委員会 佐藤委員長

●会 員 数 49名 ●来
客
１名
●出席会員数 39名 ●本日の出席率 90.70％
●6月13日の出席率（メーキャップを含む）
100％

ご結婚記念の御祝
H12．7．7
S45．7．17

＊＊７月＊＊
木下会員ご夫妻
水谷会員ご夫妻

以上 2 組

ゲスト紹介
親睦活動委員

橋本会員

ロータリー財団委員会

堀委員長

本日、新井会員、石﨑会員、紙谷会員、佐藤会員、
杦本会員、瀬川会員、橋本 ( 芳 ) 会員、堀会員
より特別寄付を頂きました。ご協力ありがとう
ございました。

ご挨拶
7 月 3 日に米山総会に参加しました。総会の第二
部、懇親会では韓国国際大会にご参加できなかった
方にもその雰囲気を味わってもらうために、われわ
れ奨学生と学友の方々が協力し合い韓国らしい舞台
を準備しました。「サムルノリ」という韓国の伝統
楽器の演出、歌「アリラン」ダンス、三つの舞台で
した。私は歌チームだったので皆さんと一緒に「ア
リラン」を歌いました。本来なら悲しい曲ですがせっ
かくなので来会した方々に盛り上がっていただこう

米山記念奨学会委員会
西村委員長
本日、堀会員、瀬川会員、佐藤会員、石﨑会員、
杦本会員、新井会員、紙谷会員より特別寄付を
頂きました。ご協力ありがとうございました。
3

・7 月 10 日（日）午前１０時より豊津公園にて
青少年健全育成啓発活動「クリーンエサカ」が
開催されます。回覧致しますので多数のご参加
をお待ちしております。

7 月 3 日に KKR ホテル大阪にてロータリー米
山奨学生学友会（関西）の 2016 年度総会及び
新規奨学生歓迎会があり、当クラブの米山奨学
社会で活躍されている元奨学生も日本各地か
らそして韓国、台湾、タイからも参加されてま
した。アトラクションでは奨学生の皆さんの歌
と踊りもあり大変楽しい会でした。
席上で本年 5 月の国際大会（韓国）期間中に
米山学友合同懇親会 in Seoul が盛大に開催され
たとの報告がありました。本年度もスタートし
ましたが米山記念奨学会への寄付一人あたり 3
万円が目標ですのでご協力よろしくお願いしま
す。

社会奉仕委員会

清水委員長

・7 月 1 日に江坂企業協議会主催のクリーンデー
並びに第 66 回「社会を明るくする運動」の啓
発用ティッシュ配布活動が江坂駅前で行われま
した。参加者は阿部会員、井伊会員、家村会員、
荻田会員、紙谷会員、木田会員、坂本一成会員、
渋谷会員、瀬川会員、高木会員、瀧川会員、橋
本徹也会員、橋本芳信会員、橋本幸治会員、堀
会員、本田会員、水谷会員、宮川会員、清水（順
不同）計１９名でした。多数のご参加ご協力有
難うございました。
・7 月 2 日に第 66 回「社会を明るくする運動」
市民集会がメイシアター中ホールで開催されま
した。参加者は井伊会員、家村会員、本田会員、
清水の 4 名でした。ご参加有難うございました。
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・7 月 31 日（日）に当クラブが社会奉仕委員会
と青少年奉仕委員会の共同事業で後援致します、
第 3 回関西・東北友好 CLUBSTORY カップとい
う少年サッカー大会が開催されます。
本大会は東日本大震災の復興支援活動の一環と
して企画開催され、今年で第 3 回目となります。
1 回目は堺市、2 回目は明石市、そして今回は
吹田市で開催されます。吹田市開催なので是非
応援しよう！という事になり、東北被災地のチー
ムと神戸・明石のチーム、そして我がクラブ推
薦で江坂大池小学校と豊津第一小学校のチーム
も参加予定です。当日は吹田市長も挨拶される
予定です。回覧を回しますので皆様奮ってご参
加頂き応援して頂きますようお願い致します。
１．大会名
第 3 回東北・関西 CLUBSTORY カップ
２．主 催
一般社団法人 CLUBSTORY( クラブストーリー )
３．共 催
ＮＰＯ法人エスぺランサフットボールクラブ
（本拠地：吹田市）
４．後 援
陸前高田市、松島市、吹田市、
吹田西ロータリークラブ
５．開催場所
OFA 万博フットボールセンター／
吹田市千里万博公園 3-3
６．開催日時
平成 28 年 7 月 31 日（日）9:00 〜 17:00
※雨天決行
７．参加チーム
8 チーム
( 江坂大池小学校・豊津第一小学校も参加予定 )

ゴルフ同好会

橋本 （芳） 会員

第一回吹田西ＲＣ井伊会長杯ゴルフコンペ
日時 平成 28 年 7 月 13 日 8 時スタート
（7 時 10 分までに集合）
場所 関西カントリークラブ

本田ＳＡＡ

◎澁谷会員：井伊会長、長屋幹事、今年一年
間宜しくお願い致します。

◎井伊会長：新年度です。一年間どうぞ宜し
くお願いします。

◎瀬川会員：新年度のスタートです。よろし
くお願いします。

◎鈴木会員：井伊会長及び幹事、理事の皆様
この一年ご苦労様ですがよろしくお願い致し
ます。

◎荻田会員：本年度、司会進行をさせて頂き
ます。よろしくお願いします。

ニコニコ箱

◎尾家会員：青木前会長お疲れさまでした。
井伊船団の無事航海を祈ります。
◎水谷会員：今日は誕生祝いと結婚記念日
◎長屋会員：本年一年間よろしくお願い致し
ます。
◎瀧川会員：青木会長、荻田幹事ご苦労様で
した。井伊会長、長屋幹事頑張ってください。
◎新井会員：井伊丸の出航を祝して
◎小川会員：井伊会長、長屋幹事一年間お世
話になります。
◎田中会員：井伊会長一年間頑張ってくださ
い。
◎宮川会員：井伊会長はじめ役員の皆様ご就
任おめでとうございます。一年間お楽しみく
ださい。

◎阿部会員：井伊会長、長屋幹事、理事の皆
様一年間宜しくお願い致します。
◎清水会員：新年度を迎え社会奉仕委員長と
して努めさせていただきます。よろしくお願
いします。
◎橋本 ( 徹 ) 会員：ソングリーダーと呼んで
ください。
◎矢倉会員：一年間クラブ奉仕理事として宜
しくお願い致します。
◎杦本会員：音楽委員への協力有難うござい
ました。
◎本田会員：会の運営にご協力よろしくお願
いします。

本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱

90,000 円
90,000 円

◎河邊会員：井伊会長一年間ご期待申し上げ
ます。
◎坂口会員：井伊会長、健康に気をつけて一
年間よろしくお願い致します。
◎石﨑会員：井伊会長、ご苦労様です。頑張っ
てください。
◎青木会員：井伊会長、長屋幹事の前途を祝
して。
◎阪本会員：井伊会長、長屋幹事、理事の方
一年間頑張ってください。
◎家村会員：井伊会長、長屋幹事はじめ役員
の皆様一年間クラブ運営をよろしく！
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新年度会長挨拶

井伊圭一郎

2016〜2017 年度第一回の例会に際して会長
と致しましてのご挨拶を申し上げます。
我々吹田西 RC は誕生して 37 年を迎えました。
最初 34 名のチャーターメンバーで発足し、数々
の苦難・障害を乗り越え今回の素晴らしい吹田
西 RC が出来上がりました。
あと 3 年で 40 周年を迎えます。これまで幾多
の先輩会員並びに皆様方会員の功績を汚さない
よう重責を果たしていきます。
まず役員と致しましては、渋谷会長エレクト、
荻田副会長、長屋幹事。各担当理事には、
矢倉クラブ奉仕担当理事、髙木職業奉仕担当理
事、清水社会奉仕担当理事、紙谷国際奉仕担当
理事、杦本青少年奉仕担当理事、本田 SAA、木
下会計のメンバーで理事会を構成していきます。
活動方針と致しましては先日の次年度会長方
針の時に述べました「奉仕を大切にロータリー
活動を楽しもう」でございます。
今回は卓話の時間を頂きましたので、本年度の
ロータリーで一番考えなければならない規定審
議会の変更についてお話しさせていただきます。
4 月 10 日〜15 日に行なわれた規定審議会は
「ロータリーの歴史の節目に立ち会った」という
代表議員がおられるほど多くの事が変わりまし
た。
■会員身分の規定を変更する件
務の所有者、共同経営者（パートナー）、法人役員、
支配人のいずれかであること」と行ったような
条件が提示してありましたが、今回の改訂です
べて削除されました。クラブは善良さ、高潔さ、
リーダーシップを身をもって示し、職業上地域
社会で良い評判を受けており、地域社会および
世界において奉仕する意欲のある成人によって
構成されるものとする。ということになりまし
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た。
どのような肩書き、どのような経歴の人を入
れるのかこれはクラブの裁量に委ねられました。
次に入会金と例会の頻度について大きく変わ
りました。水島ガバナー補佐に質問していまし
たが、ガバナーより 2016 年 RI 規定審議会決定
事項対応についてということで、地区内のロー
タリークラブにメール配信ありましたので皆様
に報告させていただきます。

■2016 年 RI 規定審議会決定事項対応について
本年 4 月に行なわれた RI 規定審議会で、例会の
頻度、場所、方法、および会員種類等といった
クラブ運営に大幅な柔軟性を認める制定案が採
択されました。
その内容については 5 月 21 日に行った「RI
規定審議会報告会」でお伝え致しましたが、そ
の後入会金の取扱いについて多くの相談が寄せ
られていました。
「新会員から入会金を集める事
は出来なくなった。別の名目か、初年度会費を
クラブ細則で規定すれば、実質的には今後も入
会金同様の取扱いが可能になるのではないか」
とお答えして参りましたが、RI ジョン・ヒュー
コ事務総長より別紙の如く、
「クラブの裁量で今
後も入会金を徴収できます。クラブは、入会金（や
そのほかの費用）に関する規定をクラブ細則に
加える事ができます。
」との通達が参りました。
クラブ定款から「入会金」が削除され、入会金
を支払わなくても入会出来るクラブもあれば、
従来とおり「入会金」を徴収するクラブもある。
それらはクラブの裁量に任されるとの見解であ
ります。
例会の頻度について、一部のクラブから月２回
の例会開催に変更することを検討したいとのご
意見があります。この場合「例会や出席、クラ
ブの構造、会員種類について変更を採用する事
をクラブが選択する場合、クラブ細則を修正す
る必要があります。」と RI 通達にもありますよ
うにクラブ細則の修正が必要になりますので、
地区規定審議会委員会と十分にご相談頂きます
ようお願い申し上げます。
今回の決定により、細則に変更を加える柔軟性
がクラブに与えられる一方で、例会や出席、ク
ラブの構造、会員種類を変更しない事を望むク
ラブは、従来と同じ方法を取り続ける事ができ
ます。いずれにせよ、一連の改定がクラブの発
展や活性化に寄与するかどうか、各クラブで十
分に検討されるようにお願い申し上げます。

という事でございますので、当クラブも 9 月
5 日のクラブフォーラム、9 月 12 日の戦略計画
委員会で検討させていただきます。ご協力よろ
しくお願い申し上げます。

新年度副会長 挨拶

荻田 倫也

2016 〜 2017 年度におきまして、副会長を拝
命いたしました荻田です。重要な役目をお受け
した緊張から、さきほどお茶をこぼしてしまい
ました。かようにドジなところのある私ですが、
井伊会長のもと、吹田西ロータリークラブの円
滑な運営のために、尽くしていきたいと思って
おります。
副会長は、昨年に引続き、例会の司会進行を
行うという役割をいただいております。
井伊会長は、「奉仕を大切に、ロータリーを楽
しもう」という基本テーマを掲げておられます
が、楽しい例会となるよう、司会進行も楽しく、
明るく、かつ、しまりのあるよう行っていきた
いと思っております。
スムーズな司会進行となるよう努めてまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
至らない点も多々あろうかと存じますが、ご指

新年度クラブ奉仕について
クラブ奉仕担当理事 矢倉 昌子

本年度のクラブ奉仕担当理事を拝命致しまし
た。初めての理事であり、いろいろご迷惑をお
かけすると思いますが、諸先輩をはじめ、皆様

方のご協力のもと、1 年間精一杯努めたいと思
いますので、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
2016 ー 2017 年度の国際ロータリー 2660
地区の方針は「人類に奉仕するロータリー」で
す。そして、吹田西ロータリークラブ井伊会長
の基本テーマは、「奉仕を大切に・ロータリー
活動を楽しもう」です
クラブ奉仕につきましては、「奉仕を大切に、
楽しく価値のあるクラブを目指したい
と考えています。
クラブ奉仕には 8 つの委員会がありますので、
各委員会の方針等を簡単にご報告させていただ
きます。
クラブ奉仕各委員会の方針・具体的計画
１．出席委員会 佐藤委員長
・出席率１００％を継続する。
・例会欠席時の連絡を確実にしてもらう。
２．クラブ会報委員会 木田委員長
・ＲＩ・2660 地区、そしてクラブの現況をより
身近に伝える会報作りを目指す。
・会長全員が、一度は掲載されるような企画を
する。
・吹田西ＲＣの HP の活用ができるようにする。
・よりたくさんのメンバーに、マイロータリー
（国際ロータリー）登録を促し、国際ロータリー
の情報をより普及できるようにする。
３．親睦活動委員会 橋本芳信委員長
・会長方針に則り、会員同士はもちろん、会員
の家族共々、楽しんで交流ができ、親しくなる
ような親睦活動を目指す。
・移動家族例会（秋、クリスマス、春）の 3 回
を予定。
・SAA と連携を取りながら、会員の親睦に努め、
来賓の受付・誘導を担う。
・炉辺談話の会場設営、運営を各委員長と連携
を組みながら行う。
４．会員増強委員会 宮川委員長
・会員増強はロータリー活動において、クラブ
最大のテーマであり、多くのロータリアンが参
画することによって素晴らしい奉仕活動につな
がる。その為に「会員維持」と「会員増強」の
双方の取組みを行い、2 名の純増を目指す。
・例会出席率 100％を維持し、健康管理と参加
意識の持続を図る。
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人類に奉仕するロータリー

社会への RC の認識度を高める。
・女性会員の増員に努めるとともに、知人・友
人紹介イベントを開催する。

新年度挨拶

本田 SAA

５．プログラム委員会 榎原委員長
・井伊会長の方針に則って、プログラムを構成
する。
・「運動をテーマにした外部講師の卓話、地区
テーマの月はクラブフォーラムまたは地区委員
による卓話を進める。
６．記録（ＩＴ含む）委員会 由上委員長
・もっとホームページを利用してもらうよう努
める。
・週報の速やかな掲載、時折面白そうなロータ
リー記事を掲載していく。
７．研修情報・規定委員会 田中委員長
・クラブ定款・細則に関し会員の理解を深め、
RI 規定審議会の変革情報を速やかに伝える。
・新入会員のレクチャーを行う。
・3 年に 1 度の RI 規定審議会の決定事項に沿っ
てクラブ定款、細則の見直しをする。
８．音楽委員会 橋本徹也委員長
・例会のスタートです！全員で大きな声で歌い
ましょう。
・ロータリーソングを含めていろんな歌を元気
に歌いましょう。
以上、クラブ奉仕は 8 つの委員会の委員長と
ともに、クラブに奉仕することが担当です。各
委員会の委員長の方々が気持ちよく委員会活動
を行っていただけるよう、サポートできればと
思っています。
なお、8 月 26 日（金）の今年度最初の炉辺
談話は、クラブ奉仕がテーマです。RI 規定審議
会において変更された点について、ご意見をい
ただきたいと思います。
また、9 月 5 日には、クラブ奉仕についての
クラブフォーラムも開催されますので、会員の
皆さま方からの忌憚のないご意見をお待ちして
います。
ます。
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・井伊会長の「奉仕を大切にロータリー活動を
楽しもう」基本テーマとし、親睦委員と協力し
て会員の親睦を深め、秩序のある例会運営を目
指します。
・会長の目標でありますニコニコ総額 150 万円
達成に会員の皆様の協力を呼びかける。
前年度との変更点は
・例会場の座席を抽選から指定に変更します。
座席の名札は各自が受付テーブルに返却する。
・ニコニコ箱への封筒は受付テーブルに置きま
す。
・ニコニコ箱の報告は卓話の時間の前にする。
と共に円滑な例会が行なえるように頑張りま
す。
以上

