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荻田幹事
木下会計
長屋幹事

今週の歌

今週の歌 「日も風も星も」
先週内容

井伊会長

皆様こんばんは、暑い日が続いています。体調
不良には注意してください。第１例会では、多額
のニコニコありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
本日のお客様 吹田ロータ−アクトクラブの直
前会長の足立将一様が吹田祭りのバザーについて
のお願に来られています。ようこそお越しくださ
いました。歓迎いたします。最後までごゆっくり
おくつろぎ下さい。
7 月 11 日（日）参議員選挙終わりました。この
日は毎年恒例の青少年健全育成の活動「みんなで
つくろう明るい街を クリーンエサカ」が行われ
ました。後ほど清水社会奉仕委員長よりご報告が
あります。
今日は 2660 地区の松本進也ガバナーが地区の
具体的目標の一番にあげておられ、地区活動で皆
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様

様に理解してもらっておいてくださいと強調され
ていました、次年度方針の時に一部発表した “The
ideal of Service” の基本理念の周知と実践について
お話しします。
1920 年東京に我が国最初のロータリークラブ
を設立した米山梅吉氏は “The ideal of “の日本語
訳の際「奉仕の理念」でなくあえて「サービスの
理念」とされました。
日本語の「奉仕」は自己犠牲の意味合いが強く
“Service” の本来の意味と合致しないからです。奉
仕は一方的行為、サービスは相互的行為 ( 個人と
社会を循環 ) でございます。
一例を申しますと昨年 12 月 5 日に第 2660 地
区ロータリー学友会が発足されました。第 2660
地区における青少年活動、財団活動の参加者、米
山奨学生が学友会に所属します。我々から学友へ
の service は彼らによっていつの日か、我々にそし
て他者に形を変えて service として還元されます。
その基盤となる組織がロータリー学友会であり
ます。まさしくこの流れが「相互的行為」です。
以 上 が 本 年 度 地 区 ガ バ ナ ー の “The ideal of
Service” の解説です。
最後に 8 月 1 日は我々吹田西 RC 主催のクリー
ンデイですのでよろしくお願いしまして会長の時
間と致します。

幹事報告

長屋幹事

①本日配布の週報に誤記がありますのでお知らせ
致しますと共に訂正をお願いします。2 頁目 2 行
目以下にガバナー月話とあるのをガバナー月信に。
2 頁目 5 行目に「IT 再編成」とあるのを「IM 再編成」
を訂正して下さい。
②R 米山記念奨学会より、米山功労クラブ感謝状
が届きましたので回覧します。表彰回数は 35 回
目です。
③次週 18 日は例会休会日です。その次の週の 25
日は理事会です。理事の方は予定おき下さい。

ゲスト紹介

親睦活動委員

吹田ローターアクトクラブ

足立

水谷会員

米山記念奨学会委員会

西村委員長

本日、尾家会員、本田会員、家村会員、青木
会員、伊藤会員、西村会員、榎原会員、木田会
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。

ロータリー財団委員会

紙谷理事

本日、尾家会員、本田会員、小林会員、家村
会員、青木会員、西村会員、木田会員より特別
寄付を頂きました。ご協力ありがとうございま
した。

将一様

社会奉仕委員会

清水委員長

7 月 10 日（日）に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、子
供たちと共に清掃活動を行ないました。当日は
暑い中、井伊会長をはじめ、榎原会員、紙谷会員、
ご挨拶
貴重なお時間を頂戴いたしましてありがとうござ
います。毎年ご協力いただいております吹田まつ
り江坂会場におけるチャリティバザーのご協力の
お願いにあがりました。いただきました商品を売
却しその収益をインド・ビハール州の貧しい子供
達の教育支援に充てさせていただきます。現在わ
がクラブでは自立支援のために 1ha の土地購入を
目指しています。収益性のある果樹園は彼らの財
源になるだけでなく、荒野の治水や日陰となる有
意義な事業と考えております。目標達成の為、日
用品や飲料等の商品の提供のご協力、何卒よろし
くお願いいたします。

＊サマーバイキングのご案内＊＊

水谷会員

今年も恒例のサマーバイキング ( 江坂東急 REI
ホテル内 ) を 8 月 9 日〜 12 日の 4 日間開催致
します。カニやステーキ、和洋料理の食べ放題。
ご家族やご友人お仕事仲間など皆様お誘いあわ
せの上、是非ご利用ください。吹田西 RC 会員
様特別割引料金でのご案内です。

出席報告

出席委員会 佐藤委員長

●会 員 数 49名 ●来
客
１名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 89.80％
●6月20日の出席率（メーキャップを含む）
100％

水谷会員、清水の９名が参加しました。

青少年奉仕担当

杦本委員長

秋の RYLA セミナーの報告
通常は上級者対象だが、今年度は初級と上級を
合わせたセミナーとなるので初めての方 OK で
す。
テーマ 「突破力」
研修日程 2016 年 10 月 8 日 ( 土 ) 〜 10 日 ( 月・
祝 ) 研修場所 奈良県内明日香地区研修所
参加対象 第 2660 地区内ロータリークラブ推
薦による 18 歳から 30 歳までの青年男女
定 員
40 名
受講料
参加青少年受講料 12,000 円
ロータリアン登録料 6,000 円

国 際 奉 仕委員会

小林会員

スリランカ・コロンボセントラル派遣団お申し
込みの皆さんへ
まだ先のことと思っていましたがあと 2 カ月と
なってしまいました。添付の「お伺い書」はスリ
ランカ入国ビザ取得に必要なものですのでお間違
えの無いようにご記入ください。小生への提出は
8 月 1 日の例会を期限とします。尚、現時点での
参加予定者は下記の通りですがやむを得ずご欠席
イトは一旦キャンセルしますとビジネスクラスの
再予約はできない可能性がありますのでご注意下
さい。
参加予定者（敬称略順不同）
井伊圭一郎、紙谷幸弘、木田昌宏、榎原一茂、橋
本芳信、木下基司、青木建雄、荻田倫也、瀧川紀征、
髙木久美子、石﨑克弘、小林哲。以上 12 名

ニコニコ箱

本田ＳＡＡ

◎井伊会長：家内の誕生祝いありがとうござ
いました。
◎阪本会員：参議員通常選挙が無事終わりま
した。皆様投票に行って下さいましたか？
◎西村会員：新年度の米山よろしくお願いし
ます。
◎橋本 ( 芳 ) 会員：奥様の誕生祝ありがとう
ございました。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱

12,000 円
102,000 円

大切に、ロータリー活動を楽しもう」という目標
の元、楽しみながら奉仕活動をしていければと思
います。
国際奉仕について
1. 姉妹クラブ及び友好クラブとのより良い関係を
築いていくため実施または計画を立てて参りたい
と思います。
2. スリランカの人的交流を推進
3. タイ東北部ナコムパノム県の公立校に冷却装置
付浄水器の寄贈
4. ロータリー財団 財団寄付の目標達成
今年度の方針
◎姉妹クラブであるスリランカコロンボセントラ
ル RC との人的交流
1987 年 6 月に締結しましたコロンボセントラ
ル RC との姉妹提携も今年度は姉妹クラブ締結 30
周年という節目となるため 9 月 20 日〜 24 日に訪
問団を結成し訪問を予定しております。両クラブ
との交流と共に締結 35 周年にむけて今後両クラブ
で事業計画の検討していくかの協議してまいります。
◎国際奉仕プロジェクト委員会 小林委員長
（副委員長：石﨑パスト会長・木下会員）
グローバル補助金を申請し事業を行う。友好クラ
ブであるタイ ナコムパノム RC との共同でクリー
ンウォータープロジェクトを実施
◎ロータリー財団
堀財団委員長（副委員長：澤井会員）
本年度はロータリー財団 100 周年でもあり、財団
寄付の目標達成できるように努めて参りたいと思
います。その為に当クラブ会員の更なるご理解を
頂けるよう財団活動を PR してまいります。
①特別寄付 １人 年間 160 ドル以上
②ポリオ撲滅寄付 年間 60 ドル以上

職業奉仕担当
【新年度理事挨拶】

国際奉仕担当

紙谷会員理事

社会奉仕担当

清水会員理事

職業奉仕担当

髙木理事

髙木会員理事

青少年奉仕担当 杦本会員理事
国際奉仕担当 紙谷理事

副委員長に坂口パスト会長、委員に木田地区国
際奉仕委員長の強力なバックアップをいただき 1
年間活動して参りたいと思います。
井伊会長の活動方針である基本テーマ「奉仕を

今年度職業奉仕担当理事及び委員長を仰せつか
りました高木です。昨年度の橋本理事の方針を継
承しながら、本年度井伊会長方針「奉仕を大切に
ロータリー活動を楽しもう」の基本テーマをいか
していきたいと思っております。
柱になる職場体験実施につきましては、4 月 27
日に吹田市立豊津第二小学校 ( 村田校長 )、吹田市
立吹田南小学校 ( 小林校長 )、吹田市立江坂大池小
学校 ( 有明校長 )、吹田市立第一小学校 ( 戸田校長 )、
吹田市立豊津西中学校 ( 朝倉校長 )、吹田市立豊津
中学校 ( 今井校長 )、吹田市立第六中学校 ( 上西校
長 ) を訪問し、ロータリーの協力メンバー ( 会社 )
のお話をさせて頂きました。早速に、お電話があ

人類に奉仕するロータリー
り、11 月はピークとなりそうです。
ご協力頂きました、荻田会計事務所、泉州電業
( 株 )、橋本測地設計事務所、バリューネットワーク、
その他すでに毎年ご協力頂いております企業様も
多くあり、今年もよろしくお願い申しあげます。
また、今年も 1 月の奉仕月間での炉辺談話にて
フォーラム形式でさせていただくつもりでござい
ます。出前授業への希望は残念ながら今年はあり
ませんでした。
また各企業様訪問も企画したいと思います。い
かなる場合もロータリー活動を皆共有して楽しい
活動にしたいと思っております。

社会奉仕担当 清水理事

今年度社会奉仕担当理事を仰せつかりました
清水です。瀬川副委員長と家村委員の三人で担当
いたします。一年間よろしくお願いいたします。
今年度は会長方針の基本テーマ「奉仕を大切に、
ロータリー活動を楽しもう」に基づき地域社会と
の親睦を図っていきたいと思います。
具体的計画・活動
1. 大阪西本願寺常照園への自転車寄贈と自転車整
備教育の実施
本件は地区補助金を活用し、施設の要望に応え年
内に実施する予定です。本日地区補助金申請が承
認されました。
2. 第 3 回関西・東北友好 CLUBSTORY カップ少年
サッカー大会への後援
本件は東日本大震災の復興支援活動の一環として
一般社団法人 CLUBSTORY( クラブストーリー ) と
吹田市に本拠を構える NPO 法人エスペランサフッ
トボールクラブが企画開催している行事で 3 回目
の今回は吹田市で開催されます。（1 回目は堺市、
2 回目は明石市で開催）
。石﨑パスト会長とも親交
す。吹田市も後援することが決まり当日は吹田市
長も駆け付ける予定です。小学校 5・6 年生を中
心としたチーム構成で東北の陸前高田市、松島市、
関西の吹田市、摂津市、高槻市、神戸市、明石市、
西宮市そして当クラブ推薦で江坂大池小学校を主
体とする江坂大池ドリームと豊津第一小学校の
チームを含め 10 チームが参加予定です。本件は
青少年奉仕委員会との共同事業として行います。

日時：平成 28 年 7 月 31 日（日）9:00 〜 17:00 会場：
OFA 万博フットボールセンター
（吹田市千里万博公園 3-3）
3. 継続事業
・毎月 1 日のクリーンデイの実施
（偶数月：当クラブ主催、奇数月：江坂企業協議会
主催）
・事業所献血運動の推進（年 2 回実施予定）
・春・秋の交通安全運動への参加並びに無事故無
違反チャレンジコンテストへの参加
以上の内容を主に計画実施していきたいと思い
ます。皆様ご協力の程何卒よろしくお願い申し上
げます。

青少年奉仕担当 杦本理事

近藤会員、尾家会員と、協力しまして 1 年を務
めさせて頂きます
本年度の方針
青少年と交流支援を実施しロータリークラブの楽
しい社会貢献に努めます
具体的計画
食事代支援
・東北の子供達を通じてサッカー教室の開催支援
・地元小学校生徒と大相撲木瀬部屋のお相撲さんと
交流を図る
◎米山記念奨学会
西村委員長
本年度の方針
の当
ロータリークラブへの案内及びお世話すること
米山基金の募集を継続的に行っていく
具体的計画
・月一回奨学会の授与に来てもらい一言話してもらう
何かあれば相談してもらうよう連絡を密にする
・米山基金奨学会の理解を当クラブ内で広められる
ようビデオ等を使用して PR する
◎青少年交換 大藤委員長
新年度の方針
海外への学業研修の希望者がいないかどうかを探
すことに努める
具体的計画
・希望者との面談
・クラブからの承認
・人材がいれば承認後地区へ申請する

