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次週 第1626回 例会予告　平成28年　8月　8日

卓　　　　話　【地獄について　PARTⅡ】　　本田会員

会員増強及び拡大月間

先週内容

会長挨拶 井伊会長

卓　　話　【プロゴルファー談義】
　               ABC ゴルフ倶楽部
　　　　　ヘッドプロ中上達夫　様　
　　　　　（木下会員ゲスト）　　

第 1625 回　 例会　平成 28年 8月 1日

　皆様こんばんは、2 週間ぶりでございます。梅
雨も明け暑い日が続いています。お身体には充分
注意して下さい。本日のお客様　清水良寛さんが
ゲスト入会としてお見えになっています。昨年度
の友人招待例会で橋本徹也会員の友人としてお見
えになっていました。ようこそお越しくださいま
した。最後までごゆっくりとお楽しみ下さい。
　7 月 13 日（水）ゴルフ同好会のコンペが関西カ
ントリークラブでの予定でしたが雨天の為中止と
なりました。詳細は後程同好会報告がございます。
　7 月 23 日（土）地区ロータアクト活動の本年度
「第 1 回北区献血」が行われ榎原地区社会奉仕委員
と参加致しました。内容としましては　①400ml
の献血の実施　②街頭での一般の方への献血の呼
びかけ、PR　　③ロータアクト活動の PR 等でご
ざいました。

今週の歌
 今週の歌　「君が代」「奉仕の理想」

　本日は「ロータリーの友」誌 2016 年 7 月号推
奨記事のご紹介をします。松本進也ガバナー地区
委員の方より例会時にご報告してくださいとのこ
とです。推奨記事の中で世界のロータリーニュー
スキルギスについてお話しします。キルギスは中
央アジアに位置する旧ソビエト連邦の共和国で正
式名称はキルギスタン。キルギス人と日本人は見
かけが瓜二つで、一見しただけで見分けることが
難しいと言われキルギスの人々は日本に対する関
心が強く日本語教育も盛んといわれています。推
奨記事を読み上げます。　
　キルギスのビシュケク・ローターアクトクラブ
は 30 人の親がいない子どもたち (10 ～ 14 歳 ) の
ためにサッカー大会を開催しました。この大会は
運動の習慣、スポーツマンシップ、健康的な生活
習慣を身につけてもらうことを目的としています。
　4 つの児童養護施設がフレンドシップ・カップ
のタイトル ( メダルとトロフィー ) をかけて戦いま
した。「この大会が開催されることはもちろん、他
の児童養護施設とプレーすることを楽しみにして
いた子どもたちは、やる気に満ちていました」と
語るのはクラブの直前会長を務めたアキム・ウル
グ氏。サッカー場までの送迎、食事、サッカー用
品やシューズはローターアクターが提供しました。
　スポンサーの中でも、地元の医薬品会社 6 社か
らは、1,000ドル(約11万円)の寄付がありました。
　我々吹田西 RC も 7 月 31 日 ( 日 ) 第 3 回東北・
関西クラブストリートカップのサッカーを後援し
ています。皆様方の参加をお待ちしていることを
申し上げ会長の挨拶と致します。



幹事報告 長屋幹事

ゲスト紹介 親睦活動委員　　近藤会員

①前年度皆出席の記念品をお渡しいたします。今
回も出席率 100％を達成致しました。記念品は前
出席委員長、澤井会員が選んでくださいました。
35回瀧川紀征会員、30回家村武志会員、15回橋
本徹也会員、澁谷清明会員、10回安倍吉秀会員、
本田智敎会員、紙谷幸弘会員、清水大吾会員、7
回木田昌宏会員、5回杦本日出夫会員、髙木久美
子会員、ホームクラブ 100％橋本徹也会員、橋本
芳信会員、荻田倫也会員、澁谷清明会員、由上時
善会員
②千里 RC様よりロータリーデーの報告書が届き
ましたのでお配りしました。
③盛岡西 RC様より創立 50周年記念誌とDVDが
届きましたので回覧致します。DVD借出しは事務
局までお申し出下さい。
④本日は理事会を開催致します。理事の方はご出
席ください。
⑤吹田祭りのバザーの提供品等が本日お忘れの方
は明日または木曜日午前中にロータアクトの方が
事務局に取りに来られますので事務局までご持参
ください。なお、事務局は明後日水曜日はお休み
させて頂きます。

　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 CLUB　
STORY カップ少年サッカー大会が開催されます。
皆様奮ってご参加頂き、子供たちに声援を送って
あげてください。
日　時：平成 28年 7月 31日（日）9：00～ 17：00
　　　　開会式 9：00～ 9：15　
　　　　始球式 ( キックイン ) 後藤圭二吹田市長　
　　　　9：30～大会開始　閉会式16：45～ 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）
駐車場：万博公園「南第１駐車場」をご利用ください。

　参加 10チーム：高田ＦＣ，HONDAソルティー
ロ、高槻ＦＣ、センアーノ神戸、貴崎ＦＣ、甲東
ヴィーボ、アスピラーレ、エスぺランサＦＣ、
江坂大池ドリーム、豊津第一小学校サッカークラ
ブ ( 吹田西 RCより招待 )詳細は配布いたしました
進行次第をご覧ください。
　8月 1日（月）は当クラブ主催のクリーンデー
です。7 時 30 分に新大阪江坂東急ＲＥＩホテル西
玄関前集合下さい。多くのご参加お待ちしており
ます。

ゲスト入会　清水　良寛　様　
8月から正式入会予定

尾家パストガバナー受章の御祝

尾家　亮氏　旭日小綬賞受章に対するお祝いを鈴
木パスト会長からお渡しになられました。

出席報告 米山記念奨学会委員会
●会　員　数 49名 ●来　　　客 １名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率  90.91％
●6月27日の出席率（メーキャップを含む） 100％ 

出席委員会　佐藤委員長 西村委員長

　本日、井伊会長、鈴木パスト会長、木下会員、
榎原会員、瀧川パスト会長、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 堀委員長

社会奉仕委員会 清水理事

お誕生日の御祝―8月
会員　
昭和 32年 8月 14日　荻田会員
昭和 33年 8月 14日　榎原会員
昭和 23年 8月 20日　髙木会員
昭和 40年 8月 26日　坂本会員
昭和 13年 8月 30日　鈴木会員
                                      以上５名

会員夫人
　　　　  　8月 8日　村井会員夫人

　　　　   8 月 21 日　坂口会員夫人
　　　 　  8 月 25 日　西村会員夫人
                                     以上 4名

　本日、井伊会長、鈴木パスト会長、木下会員、
田中パスト会長、瀧川パスト会長、以上 5名の方



本日のニコニコ箱　　　 　22,000 円
累計のニコニコ箱　　　  124,000 円

前年度決算報告　　　西村直前会計
前年度会計監査報告　石﨑直前会計監事
前年度事業報告　　　荻田幹事
今年度予算案　　　　木下会計
今年度主要行事予定　長屋幹事

ニコニコ箱 本田ＳＡＡ

◎尾家会員：皆さんから叙勲のお祝いをいた
だきありがとうございました。
◎瀬川会員：吹田夢志（ゆめこころざし）団
の舞台と協賛のお願いをテーブルに置かせて
頂きました。 
◎髙木会員：毎日暑い日が続いております。
2 週間ほど息子（シアトル）の家に行って参
ります。2 回続けて休ませて頂きます。よろ
しくお願いします。
◎大藤会員：欠席お詫び申し上げます。
◎佐藤会員：次男も結婚しました。

前年度決算報告 西村直前会計

前年度会計監査報告 石﨑直前会計監事

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。

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
ゴルフ同好会　　橋本 ( 芳 ) 会員　
7月 13日関西カントリークラブにて開催予定の第
1回井伊会長杯ゴルフコンペが当日の大雨の為中
止となり下記の日程に順延となりました。
日　時　平成 28年 9月 14日（水）
場　所　ABC ゴルフ倶楽部　
　　 　（兵庫県加東市永福 933-20）　　
　　　　TEL0795-47-1000
スタート　7時 56分　OUT・IN 同時スタート
集　合　7時 20分　スタートミーティング 7：45
　　　　よりマスター室前で行います。
会　費　10,000 円
多くの方のご参加をお願いします。
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯

2015 ～ 2016 年度会計報告
　この一年間会計を務めさせていただきました。
皆さんのご協力に感謝します。さて、前年度一般
会計の収入は新会員もあり年会費、入会金が予算
を上回り合計　16,206,618 円となりました。一方
支出の部では各部門において経費節減を実施して
もらったこともあり、支出合計 15,179,238 円と
なり、次年度繰越金は 1,027,380 円となりました。
　別途会計はニコニコが予定を上回り収入合計が
7,131,599 円、支出合計もほぼ予定通りで次年度
繰越金は 5,746,903 円となりました。　また、積
立会計の収入は前年度繰越金に本年度積立金と利
息を加え 2,501,127 円となりました。本年度は支
出金がないことからこの金額が次年度繰越金とな
ります。以上で会計の報告を終わります。

　2015 ～ 2016 年度の会計監査を報告申し上げま
す。事務局にて証票及び諸帳簿を監査致しました
　ところ全て適正にて且つ正確であることを確認
致しました。

前年度事業報告 前年度幹事　荻田　倫也

　吹田西ロータリークラブ 2015 ～ 2016 年度の
事業報告をさせていただきます。事業を主管して
いただきました前年度理事、各委員の皆様をはじ
め、会員の皆様に心よりお礼を申し上げます。
　恒例となっておりますクリーンデーについては、
回数も多く、早朝より準備、参加してくださいま
した方々には感謝いたしております。また、2回
の献血事業については、企業でご協力いただきま
した株式会社ビケンテクノ、梶山パスト会長さら
には尾家産業株式会社、尾家パスト会長に感謝い
たします。その他の個々の事業については、会長
及び各理事の皆様が既に述べられておりますので、
割愛させていただき、印象に残りましたものをこ
の場で、述べさせていただきます。
　前年度は、地区ガバナー補佐を新井パスト会長
が、務めていただきました。当クラブのメンバー
がガバナー補佐として、ご訪問くださることは栄
誉でもあり、また、ガバナー補佐への親しみも格
別のものがありました。初回のガバナー補佐訪問
においては、会合の場にガバナー補佐が先に到着
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され、迎える会長及び幹事が遅れるという失態を
おかし、幹事として恥じ入るばかりです。新井パ
スト会長は、笑ってお許しくださったのですが、
多忙に加え、療養後であったことを慮りますと当
クラブの一員としてありがたいばかりです。
　また、昨年は、炉辺談話を 3回の開催とさせて
いただきました。これまでは、理事主催の炉辺談
話であるため、5回の開催としておりました。5
回のところを 3回にし、密な話合いができればと
の考えによるものでしたが、おかげをもちまして、
各会とも 20名を超える会員の皆様のご出席をい
ただき、また活発な意見交換をはかることができ
ました。本年度も炉辺談話は 3回の開催となって
おります。
　皆様のご参加により、活発な意見交換の場とな
ることを祈念しております。以上をもちまして、
前年度事業報告といたします。ありがとうござい
ました。

1. 地区ロータリー財団セミナー
　2016 年 8月 27日（土）　於：大阪ＹＭＣＡ会館
2. ガバナー補佐訪問　
　第2組ガバナー補佐　水島洋　氏（千里メイプルＲＣ）
　2016 年 10 月 3日（月）
3. ガバナー公式訪問　第２６６０地区ガバナー　
　松本　進也　氏　2016 年 10 月 24 日（月）　
4. 秋の移動例会　　　    
　2016 年 10 月 29 日（土）　
　於：市立吹田サッカースタジアム　
5. 秋のライラ　　ホスト　大阪アーバンＲＣ
　2016 年 10 月 8日（金）～ 10日（日）
　於：奈良明日香地区研修所
6. 地区大会      
　2016 年 12 月 9日（金）～ 10日（土）

　於：大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル 
7. 年次総会      
　2016 年 12 月 12 日（月）於：江坂東急ＲＥＩホテル 
8. クリスマス家族例会     
　2016 年 12 月 19 日（月）於：江坂東急ＲＥＩホテル 
9. 第 2 組ＩＭ　　ホスト　高槻西ＲＣ   
　2017 年 2月 25日（土）　於：未定   
10. 春の移動家族例会　　　    
　2017 年 4 月　於：未定　　　   
11. 春のライラ　ホスト　池田くれはＲＣ  
　2017 年ゴールデンウイーク　　於：不死王閣 
12. 国際大会      
　2017 年 6月 10日（土）～ 6月 14日（水）　
　米国アトランタ   
炉辺談話　( 情報集会 )     
8 月　26日（金）クラブ奉仕　　　   
11 月 18 日（金）国際奉仕・社会奉仕   
1 月　20日（金）職業奉仕・青少年奉仕　　　  
年間休会日      
8 月 15 日 ・11 月 21 日・12月 26日・2月 13日・
5月 1日　 今年度予算案　　　　　　　　　　　木下会計

収支予算書（2016 ～ 2017）をご参照ください。

今年度主要行事予定　         　　　　　長屋幹事

 


