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次週　1631回　例会予告　平成28年9月26日

卓　話　身体によいウオーキング

　　　　ウオーキングスタイリスト　伊達　荒人　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　清水会員　ゲスト

基本的教育と識字率向上月間

先週内容

会長挨拶 井伊会長

卓　　　話【交通安全について】
　　　　　　松田浩治郎　警部補
　　　　　　岩瀬　吉晴　警部補

1630 回　 例会　平成 28年 9月 12 日

　皆様こんばんは　朝夕だいぶ涼しく感じる様に
なってきました。お元気にお仕事頑張っておられ
る事と思います。
　本日のお客様は、大阪北ロータリークラブの松
平佳敬様、大阪東ロータリークラブの大文字賢浩
様ようこそいらっしゃいました。そして女優でテ
レビドラマ、舞台等で活躍しておられる長谷直美
様がご挨拶にお見えになっています。後ほどご挨
拶よろしくお願い致します。そして今週は米山奨

ど奨学金をお渡しします。
　ここで先週ご報告いたしました 9 月 1 日付けで
新しく理事に就任されました大藤副会長に一言ご
挨拶お願いします。

今週の歌
 　「故郷」

　　夢は今も　めぐりて　　忘れがたき　故郷 (ふるさと )
二、如何にいます　父母　　恙 (つつが ) なしや　友がき
　　雨に風に　つけても　　思いいずる　故郷
三、志をはたして　　　　　いつの日にか　帰らん
　　山は青き故郷　　　　　水は清き　故郷

「この度、副会長を拝命いたしました大藤でござい
ます。2000年に入会して以来、今日に至るまでロー
タリアンとしてやってこれたのは皆様のおかげで
ございます。微力ながら精一杯頑張りますのでよ
ろしくお願い申し上げます。」

　9月 1日 ( 木 ) はクリーンデー、江坂企業協議会
の主催でしたが沢山ご出席いただき、大変ご苦労
様でした。後ほど社会奉仕委員長よりご報告がご
ざいます。
　今月のロ－タリークラブの特別月間のテーマは
基本的教育と識字率向上月間です。
2014 年 10 月 RI 理事会は、重点分野である「基
本的教育と識字率向上月間」である 9 月を地域社
会で基本的教育を普及し、識字能力を高めるため
のプログラムを支援し、地域社会の参加を促進、
成人識字率の向上、教育における男女格差を減ら
すための活動、基本的教育と識字率向上に関連し
た仕事に従事することを目指す専門職業人の為の
奨学金支援を強調する月間と致しました。
　さて、本日はクラブ奉仕担当のフォーラムでご
ざいます。奉仕部門毎に年一回開催するよう奨励
されていますが卓話などの都合でフリーディス
カッション形式の討論会は久し振りでございます。
フォーラムは元来「クラブ会員による討論会」で
すから主催者側からの一方的な卓話や情報の提供
だけで終わらない様に進めることが重要と定義さ
れています。
　本日の討論会は「規定審議会の決定について」

大藤副会長挨拶



幹事報告 長屋幹事

清水　大吾

ゲスト紹介 親睦活動委員　　坂本委員

１．ガバナー月信第 3号（9月号）が皆様に届い
ております。Eメールで配信しましたのでご確認
ください。Eメールをご覧にならない方にはボッ
クスにコピーを配付します。
２．9月 3日大阪科学技術センターで米山奨学金
について会合がありましたので出席してまいりました。

大阪北ロータリークラブ　 松平佳敬　様
大阪東ロータリークラブ　 大文字賢浩様
女優　　　　　　　　　　 長谷直美　様
米山奨学生　　　　　　　 　様

出席報告

社会奉仕委員会

●会　員　数 49名 ●来　　　客 4名
●出席会員数 44名 ●本日の出席率 93.62％
●8月8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

清水理事

　本日、近藤　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 掘委員長

　本日、髙木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。

　既報の通り今週９月１０日（土）第３３回全
国ロータリークラブ野球大会が阪神甲子園球場
で開催されます。
　ご参加の方に特別入場証を配布させて頂きま
した。当日ご持参の上、６号門よりご入場下さい。
試合時間は１２：２０～１３：５０、対戦相手
は奈良県橿原ＲＣです。
　野球部員は１０：００に集合下さい。
　甲子園のあともガバナー杯野球大会と続きま
す。
　本日より応援寄付を募ったところ、たくさん
のご寄付を頂戴いたしました。本当にありがと
うございます。
甲子園大会も前夜祭で当日出場する全国１２Ｒ
Ｃが集まり我がクラブのＰＲを行うお国自慢大
会もございます。ガバナー杯も２６６０地区の

米山記念奨学会委員会

野球同好会

西村委員長

・９月１日（木）に江坂協議会主催のクリーンデー
が開催されました。参加者は井伊会長、阿部会員、
榎原会員、紙谷会員、近藤会員、坂本一成会員、
瀬川会員、瀧川会員、橋本徹也会員、本田会員、
堀会員、水谷会員、清水の１３名でした。皆様ご
参加ご協力ありがとうございました。

・「平成２８年度地域安全・青少年育成吹田市民大
会」が開催されます。本大会は地域ぐるみで青少
年を守り、安心安全で住みよいまちづくりをめざ
すことを目的に開催されます。チラシ・出欠の回
覧をまわしますので皆様ご参加くださいますよう
お願い致します。
日時：１０月７日（金）午前１０時～１２時
会場：メイシアター　大ホール

お誕生日の御祝　　9 月

ご結婚の御祝　　　9 月

長谷直美様　ご挨拶

のクラブフォーラムです。本日のクラブフォーラ
ムをベースに次週例会終了後、第一回のクラブ戦
略活動計画委員会が開催されます。出席予定者の
方次週よろしくお願い致します。これで会長挨拶
と致します。

社会奉仕を前向きに行われているロータリーの皆
様の前での挨拶は緊張します。
　大丸心斎橋劇場での公演「悪い女は、よく眠る」
へ、この吹田西ロータリークラブの方々にご参観
いただきありがとうございました。
　来年も公演しますのでもっと沢山の方に来て頂
きたくお願いします。

会員
昭和 11 年　9月   3 日　 澤　井　会員
昭和 18 年　9月 10 日　 阪　本　会員
昭和 13 年　9月 18 日　 田中慶　会員
昭和 40 年　9月 27 日　 橋本幸　会員　　
　　　　　　　　　　　　　以上 4名
会員夫人
　　　　　9月   4 日　　  田中慶　会員夫人
　　　　　9月 11 日　　荻　田　会員夫人
　　　　　9月 27 日　　小林哲　会員夫人
　　　　　　　　　　　　　　 以上 3名

昭和 13 年　9月　11 日　 大藤　会員
平成   5 年　9月　18 日 　長屋　会員
昭和 39 年　9月　27 日　 尾家　会員　　　
　　　　　　　　　　　　　以上 3組



本日のニコニコ箱　　　 　26,000 円
累計のニコニコ箱　　　　229,000 円

ニコニコ箱 辻ＳＡＡ

◎大藤会員：副会長を拝命致しました。皆さん
よろしくお願い致します。全力で頑張ります。
◎毛利会員：明日会社創立 48周年を迎えます。
感謝
◎青木会員：瀧川パスト会長、いつもいつも患
者様をご紹介賜りありがとうございます。
本日もおひとりご紹介いただきました。ありが
とうございます。
◎西村会員：涼しい秋に期待しています。
◎荻田会員：昨日、なみはやマスターズ水泳の
50Mフリーで銅メダルをいただきました。
◎矢倉会員：本日のクラブフォーラムよろしく
お願いいたします。
◎鈴木会員：欠席が続いたお詫び
◎佐藤会員：今週末のイベントの成功祈願！！

　５つのテーブルごとに戦略活動計画委員会委員
をリーダーとして 15 分のバズセッションを行っ
た後、各テーブルごとに意見を発表していただき
ました。主な意見は次のとおりでしたので、戦略
活動計画委員会における諮問の参考とさせていた
だきたいと思います。
　ありがとうございました。
１．例会頻度と形式について
・週一回、お互いに健康確認でき、今のペースで
良い。月 4回程度顔を合わすのが良い
・毎週一回がロータリーである。形式についても
現状維持で良い。
・仕事で忙しい人（時期）は週一回は厳しいと思う。
・忙しいのはお互いなのだし　それをやりくりし
て出るのが良い
・メーキャップの基準も下がっているので、今の
ままで良い
・我がクラブは月曜日なので、祝日が多く回数が
減るので比較的楽である。
・他のクラブに１００％出席が自慢できる。
・月 2回となると、疎遠になる。ライオンズといっ
しょになる。
・月 2 回にすると、会費は下がるのか？　財政的
に厳しいのであれば仕方ないが毎週会うのが楽し
み、有意義である。
・月 2 回にして、年会費を少なくすると色々な予
算的にきびしくなるのではないか。
・ネットでの例会は反対である。
・現在、休会日を年 6 回程度設けているが、あと
3・4 回増やして、年 10 回にしてはどうか。国際
行事の週に休みにする等すれば良い。
・年 1，2回程度、早朝例会を行ってはどうか
・移動例会は家族だけでなく、職場見学例会など
会員も会員が勉強できるものもしたらどうか。変
える時は斬新に変える事が大事。

２．入会金について
・現状の２０万円でよい。
・クラブのステータス感や格、重みを考えて、２
０万円のままで良い。
・入会金がハードルとなる人には薦めない。
・入会金は大事な財源である。
・２０万円は高すぎる。
・
半額の１０万で良いと思う。
・クラブの収支状況と会員増強とのバランスで考
えるべき。
・入会金を下げると今後入る人はよいが、今まで
の人との公平感を考える必要がある。

卓話 1.　【クラブフォーラム】
テーマ：2016 年 RI 規程審議会の決定に対する
対応について

１２クラブが結集しガバナーも参加のもと戦い
ます。いずれも全国・地区各ＲＣとの親睦、Ｐ
Ｒに繋がります。
　これからもクラブ活性のため、頑張ってまい
りたいと思いますので、皆様ご理解ご協力、応
援の程何卒よろしくお願い申し上げます。

矢倉理事



人類に奉仕するロータリー

　2016 年 4 月シカゴにおいて、クラブ運営に大
幅な柔軟性を求める決定がなさ れ、7 月 1 日から
有効となっている。

卓話 2.　【2016 年規定審議会】
研修情報・規定委員会 田中委員長

検討事項
(1)  例会の頻度、形式、出席
①例会の曜日と時間は自由

②必要に応じて例会を変更または中止する。
③奉仕プロジェクトまたは社交行事を「例会」と
みなす。
④出席要件を満たさなかった会員の終結に関する
方針を緩める。
*但し、最低 1 か月に 2 回以上。
(2)  クラブ入会金
RI 細則とクラブ定款から「入会金」 は削除された
が、各クラブの 裁量で今後も入会金の徴収はでき
る。
現在入会金は 20 万円。現状維持でいいと思いま
す。

クラブ定款、細則に関し会員の理解を深め、R 1 
規定審議会の変革情報を速やかに伝える。

新人会員のレクチャーを行う。
3 年に一度の RI 規定審議会が行われるので、それ
に添ってクラブ定款、細則の 見直しをする。
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