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次週　1632回　例会予告　平成28年10月3日

卓話　ガバナー補佐訪問　第2組ガバナー補佐　

                        水島　洋様（千里メイプルRC）

経済と地域社会の発展月間／米山月間

先週内容

会長挨拶 井伊会長

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

1631 回　 例会　平成 28年 9月 26 日

　皆様今晩は。秋とは名ばかりで日射しの熱い日
が続いています。本日のお客様は卓話のゲストス
ピーカーとして阪本勝彦パスト会長のゲスト、吹
田警察　松田浩治郎警部補、岩瀬吉晴警部補のお
二人がお見えです。後ほど卓話よろしくお願い致
します。
　そして元吹田西 RC の会員で野村証券なんば支
店に戻って来られました蔵田敦史様がお見えに
なっています。後程ご挨拶よろしくお願い致しま
す。ごゆっくり例会をお楽しみ下さい。
　9 月 9 日（金）第 33 回全国ロータリー野球大
会の前夜祭、そして 9 月 10 日（土）の甲子園の
観戦に行って参りました。結果他については野球
同好会報告で行っていただきます。

今週の歌
う歌を番2※」ーリターロそこでれそ「 　そして本日は、例会終了後第 1 回クラブ戦略活

動計画委員会が開催されます。議題と致しまして
は 9 月 5 日のクラブフォーラムで討議した内容を
基礎に吹田西ロータリークラブの定款、細則の変
更が必要となってきますので、戦略委員会のメン
バーの意見を参考にしながらの手続要覧受領後、
理事会、クラブの総会で結論を出して行きます。
　次にRI2660地区の地区決議会が9月24日 (土 )
薬業年金会館で開催されます。
議題としましては
①2015-16 年度地区決算に係わる件
②IM8組から 6組に再編成する件
③2018-19 年度以降のガバナー補佐選出に係わる件
以上 3つの議題です。
　当クラブの地区決議会での選挙人は会員数 49
名ですので 2 人の選挙人の出席となります。私と
会長エレクトの荻田さんはスリランカ訪問の日程
と同じくする為、吹田西ロータリークラブの代表
として、新井パスト会長、宮川パスト会長に出席
していただきます。よろしくお願い致します。

ゲスト紹介親睦活動委員　橋本(幸)委員

大阪府吹田警察署交通課　交通総務係　
　　　　　　　　　　警部補　岩瀬　吉晴　様
　　　　　　　　　　警部補　松田浩治郎　様
元吹田西ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　　　　蔵田　敦史　様



幹事報告 長屋幹事

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

1．次週は祝日の為、例会はありません。
2. 地区大会の出席表を回覧しています。まだの方
はご記入をお願い致します。
本日、第一回クラブ戦略活動計画委員会が開催さ
れます。例会終了後メイプルルームに委員お方は
お集まりください。

出席報告

社会奉仕委員会

●会　員　数 49名 ●来　　　客 3名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率 88.89％
●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

ニコニコ箱 瀬川ＳＡＡ

●田辺東ロータリー　丸山勇人様
●井伊会長　野球同好会、甲子園での勝利おめ
でとうございます。
●阪本会員　吹田警察交通課　岩瀬氏、松田氏
をお迎えして。
●石﨑会員　祝　橋本新監督甲子園で初勝利
●清水会員　甲子園大会勝利を祝して！高校生
からの憧れの甲子園で夢にまで見たホームラン
を打つ事ができました。これもロータリーに入
会できたおかげと感謝致します。ありがとうご
ざいました。
●河邊会員　広島東洋カープが 25年ぶりに優
勝しました。清水キャプテンの 2号連続ホーム
ランもカープの連続優勝もほぼ確定です。
●坂本会員　初甲子園出場させてもらいまし
た。ありがとうございました。ガバナー杯もが
んばります。
●堀　会員　野球同好会の甲子園勝利！皆様の
ご声援ありがとうございました。

●本田会員　暑さ寒さも彼岸まで、お墓参りに
行きましょう。

）日03月9～日12月9（』動運全安通交国全の秋『・
に伴い迷惑駐車排除合同パトロールを下記の通り
行いますので、何卒ご参加・ご協力の程よろしく
お願い致します。
日　時：9月 27日（火）ＡＭ9：30～ＡＭ10：30
集合場所：江坂公園噴水前（大同生命・三菱東京
ＵＦＪ銀行側）

１０年ぐらい前に会員に入会させていただきまし
た蔵田でございます。
この度、転勤で　大阪へ帰って参りました。
これからは難波支店で長くおりますので、よろし
くお願い致します。

【蔵田様挨拶】

スリランカ訪問団　結団式

野球同好会すいたんダンス

・先月より無事故無違反チャレンジコンテストの
回覧をまわしております。免許をお持ちの方はご
参加下さいますようお願い致します。締切日が 9
月 30 日でございます。印鑑をお持ちの方は本日、
お持ちでない方は 26 日の例会時に印鑑をご持参
下さいますようお願い致します。



●守ってますか？
＊信号無視は絶対にやめましょう。
＊信号は必ず守りましょう。
●止まってますか？
＊交差点や曲がり角では必ず止まって安全確認を
しましょう。
●渡ってますか？
＊横断歩道や自転車横断帯をきちんと守りましょ
う！

卓　　　話　【交通安全について】
　　　　　吹田警察署　警部補　岩瀬　吉晴氏　
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件 数 82  657  673  -16  -2.4% 3,249  24,591  26,647  -2,056  -7.7% 

死者数 0  3  4  -1  -25.0% 17  98  124  -26  -21.0% 

負傷者数 102  797  790  7  0.9% 3,999  29,472  31,762  -2,290  -7.2% 

重傷者数 7  69  85  -16  -18.8% 219  1,876  1,818  58  3.2% 

 

吹田市内の交通事故発生概要
（平成２８年８月末概数）

★交通事故発生状況

★関連事故

  

当事者関連 
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歩行者 65  63  2  3.2% 子ども 21  26  -5  -19.2% 

自転車 180  169  11  6.5% 高校生 37  27  10  37.0% 

原付 98  124  -26  -21.0% 若年者 169  158  11  7.0% 

自動二輪 94  107  -13  -12.1% 高齢者 174  181  -7  -3.9% 

 ★交通事故にあわないために

終わりに
現況は、自転車の事故をなくせば事故は減ります。
最近の重点事項として中学生・高校生に対する自
転車の安全運転教室に力を入れています。　
今後ともご協力のほど、よろしくお願いします。
　
以上



人類に奉仕するロータリー

野球同好会

　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した。
　前日に例年通り前夜祭がノボテル甲子園で開催
され１０日に試合をする１２クラブが集まりお国
自慢を行い大賞を競いました。前回大会はお国自
慢大賞を受賞したので、２回連続の受賞を狙い井
伊会長にも参加して頂き、吹田市 “ゆるキャラす
いたん” を投入し「吹田くわいを知ってる？」を
唄いながらすいたんダンスを披露！
　替歌もつくり各クラブへのエールも送り大ＰＲ
をしたのですが残念ながらお国自慢大賞は受賞出
来ませんでした。しかし審査員の方からベスト３
に入っていた！と高評価を頂きました。

メンバー
ピッチャー　　大藤→紙谷  
ショート　　 紙谷→阿部
キャッチャー　清水大吾  
レフト　　　  堀→水谷   
ファースト　　橋本幸治→木下 

清水　大吾

　そして当日、快晴の甲子園で奈良県橿原ロータ
リークラブと対戦し、橋本徹也新監督の初陣で負
けるわけにはいかない戦いで大藤、紙谷両投手が
力投、打線も全員が大活躍し１４対２で快勝！
通算成績を３勝２敗と致しました！
　会員、ご家族、友人の方々も多数応援に駆けつ
けてご声援を頂き、お陰様で楽しく素晴らしい試
合をする事ができました。
会員の皆様にも多数のご支援応援金、スポーツド
リンク差入れ等を頂戴し心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
　１０月からはガバナー杯も始まります。優勝目
指して頑張りますので引き続き応援の程何卒よろ
しくお願い申し上げます。

９月１０日（土）甲子園球場  第３試合（ 12:20 ～ 13:50 ）  １塁側ベンチ  

  一 二 三 四 五 計 

奈良  橿原 RC  0 0 0 0 2 2 

吹田西 RC  5 0 4 2 3X 14 

 
センター　　  　瀬川    
セカンド　　　石﨑→坂本一成 
ライト　　　  荻田→橋本芳信   
サード　　　　阿部→大藤
監督　橋本徹也・臨時監督補佐　伊藤  

前夜祭参加者　　：井伊会長、橋本徹也、伊藤、紙谷、瀬川、堀、清水大吾
鳥取米子南・

　　　　　　　　　兵庫甲子園・兵庫尼崎東・大阪西・吹田西　　 　　　　　以上　12ロータリークラブ




