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4つのテスト

例 会 日
役
員
●真実かどうか

●みんなに公平か

今週の歌 「奉仕の理想」

先週内容
仲辻会長

幹事報告

●みんなのためになるかどうか

清水幹事

１．7月12日
（日）豊津西地区青少年対策委員会主
催の「クリーン・エサカ」が豊津公園で開催されま
した。吹田西RCと吹田江坂RCで協賛金を提供
致しました。
（各々￥15,000- 計￥30,000-）会長 ・
幹事・社会奉仕担当理事が出席致しました。
２．新入会員、
高木久美子さんの入会を承認致しま
した。
（吹田ヤクルト販売株式会社 会長 ・職業
分類 乳製品販売・推薦者 瀧川紀征会員 小川
勉会員）
３．吹田ローターアクトクラブより、
吹田まつりバザー商
品提供のご依頼で来られております。本日と27日
が提供日です。
よろしくお願いします。
４．御結婚月はありません。
５．来週は海の日で休日です。

初めての会長の挨拶を申し上げます。
昨日、
「みんなでつくろう 明るい街を クリーン・エ
サカ」の催しに、
私、
幹事、
青木、
紙谷、
阿部会員、
そ
して江坂地区公民館長でいらっしゃる家村パスト会
長にも御参加いただきました。

識字 率向 上月間
第１３４１回例会予告

− 創立30周年 −

小学生とその父兄300余名が、
自宅から公園まで
の通路のゴミ、
空き缶等を拾って、
公園に回収されま
した。又、
中学生の皆さんの吹奏楽演奏も豊津公
園で行われました。この演奏に使用された楽器のう
ちには、
本クラブ寄贈にかかるものもあるということで
した。
吹奏楽の演奏に送られ、
参加者はエスコタウンへ
啓発行進してこの行事を終わりました。
地域の清掃という行事を通して、
地域と住民との
一体感が図れる楽しい催しで、
今年で22年間も続
いている点につき納得いたしました。
目を政治に転じますと、
昨日は東京都議選で、
民
主党が第一党となり、
都政のみでなく、
その影響は
国政に及ぶこと必至と思っておりましたところ、
本日、
7月21日衆議院解散、
8月30日選挙との決定がなされ
たようです。
政治に一大変動が起こる気配です。

卓話 「前年度決算報告」 島田直前会計
「前年度事業報告」 阪本直前幹事
「今年度予算案」
荻田会計
「今年度主要行事予定」 清水幹事
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●好意と友情を深めるか

第１３４０回 例会 平成２１年７月２７日

会長挨拶

THE FUTURE OF ROTARY

平成21年8月3日

卓話 「会員増強及び会員拡大月間」 会員増強 橋本（徹）委員長
「30周年について」
3 0周年 家 村 実 行 委員長
Ｗｅｅｋ
ｌ
ｙＮｏ．
1340は水間副委員長が担当しました。
Ｗｅｅｋ
ｌ
ｙＮｏ．
1341は郷上委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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新入会員紹介

２００８〜２００９年度皆出席者表彰
30回 鈴木基弘
25回 毛利征一郎
20回 河邊哲郎
10回 青木建雄・岡 信行
7回 伊藤泰充
5回 島田重樹
3回 阿部吉秀・本田智 ・紙谷幸弘・清水大吾
ホームクラブ皆出席者
橋本芳信・渋谷清明・島田重樹
（敬称略）

○姓

名

… 木田昌宏

社会奉仕委員会

青木委員長

毛利直前会長・阪本直前幹事へ記念品贈呈

米山奨学生ボーゴダさんへ
奨学金授与

ゲ

ス

吹田ローターアクトクラブ
原さん・佐藤さん ご挨拶

ト

昨日5日
（日）
のクリーン・エサカには、
朝早くから会
長・幹事はじめ、
ロータリアン6名の方（仲辻、
清水、
家村、
阿部、
紙谷、
青木各会員）
にご出席頂きまして、
誠にありがとうございました。
江坂の街をきれいにし、
明るく住みよい清潔な街
にしていこうと、
青少年・地域住民を中心に、
市民に
訴えかける事業で、
当クラブも協賛しています。
来年もよろしくお願い致します。

橋本（芳）委員

本日のお客様を紹介させていただきます。
今回入会の木田会員の奥様、
木田能風子様、
米
山記念奨学生のインディカ・ボーゴダ様、
吹田ロータ
ーアクトクラブ副会長の原陽子様と佐藤由季様がお

米山記念奨学会委員会

越しいただいています。本日の例会をごゆっくり楽し
んでください。

出席報告
●会

員

数 48名 ●来

栢本委員長

本日は瀧川会員、
藤井会員より特別寄付を頂きま
した。ありがとうございました。
新井副委員長
客

親睦活動委員会

4名

●出席会員数 41名 ●本日の出席率 97.62％

大藤委員長

本日例会終了後、
親睦委員の方々に集合してい
ただき今年度の予定を行います。よろしくお願いし
ます。

●6月22日の出席率（メーキャップを含む） 100％
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野球同好会

卓

紙谷会員

「新年度クラブ奉仕理事挨拶」

5月に行われた甲子園球場での試合の写
真の申込みを、
7月27日の例会で締切とさせて
いただきますので、
お申込みがまだの会員はお
早めにご確認・お申込みをお願いします。

ニコニコ 箱

話

由上クラブ奉仕理事

勝 副SAA

◆紙谷会員
木田さんこれからも宜しくお願いします。
◆榎谷会員
木田様をお迎えして。

時間が無かったので卓話をカットしましたが、
炉辺
談話やクラブフォーラムを通じてCLPを理解してもら

◆橋本（芳）会員
先週ですが、
結婚記念日、
そして嫁さんの
誕生祝いありがとうございました。

った後に、
当クラブの組織の有り方を最終的に採決
を計り決定したいと思います。

◆井伊会員
家内の誕生祝いありがとうございました。
「新年度職業奉仕理事挨拶」

◆蔵田会員
家内への誕生祝いありがとうございました。

坂口職業奉仕理事

◆本田会員
家内の誕生祝いありがとうございました。
◆青木会員
本日の卓話よろしくお願いします。
◆宮川会員
遅ればせながら恐縮ですが、
毛利会長、
阪
本幹事には1年間ご苦労様でした。仲辻会
長、
清水幹事のご就任を心よりお祝い申し
上げます。
今年度担当理事の坂口です。
よろしくお願いしま

◆田中（慶）会員
東急不動産コンペ優勝しました。

す。委員会は榎谷副委員長、
勝委員の3人です。
こ
れまでの職業奉仕は対外的な「出前授業」を重要

◆家村会員
東急六彩のゴルフコンペでベスグロで2位
に入賞いたしました。ちなみに優勝者は田
中さんです。

視してきました。その理念を引き継ぎながらも、
昨今
のロータリー会員の不祥事も見聞きするにつけ、
もう
一度原点に戻りたいとも考えます。私達の職業を通
じて社会に奉仕する為に、
会員の卓話をお願いした

◆鈴木会員
毛利パスト会長一年間ご苦労様でした。
仲辻会長一年間ご苦労様です。仲辻陣
営の出発を祝して!!
──────────────────
本日のニコニコ箱
40,000円
累計のニコニコ箱 115,000円

いと思います。経験豊富な会員にお願いして、
「私
はこうして修羅場を乗りきった」等の御教授を頂け
れば幸いです。右松プログラム委員長よろしくお願
い致します。今年一年間、仲辻会長を支えて吹田
西RCを活性化したいと思っています。
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「新年度社会奉仕理事挨拶」

２００９年度 吹田西ロータリークラブ活動方針

青木社会奉仕理事

吹田西RC30周年記念事業として
○タイ・ナコンパノムRCと姉妹クラブコロンボセントラ
ルRCからお客様をお迎えする。
○吹田西RC・千里RC・ナコンパノムRCとのWCS事
業マッチンググラントを成功させる。現在RIに小林
パスト会長が申請しているが、
もし許可が出ない
場合でも規模を小さくしてでも実施していく。
しかしながら、
現地での派遣団の受け入れ環境
は水・食料を含め非常に厳しい状況にあり、
この
問題をクラブからの支援ででも環境を整えていか
なければ派遣団への参加を促すことが出来ない
状況にあります。

本年度の具体的活動
・社会奉仕委員会
橋本（芳）副委員長 梶山委員
クリーン・エサカへの参加 7/12（日）
クリーン・デーの実施（毎月、
土日を除く1日）
献血活動への協力
江坂まちづくり協議会への出席

−クラブ俳句同好会−

金魚飼ふ一人暮しの四畳半

洗ひ髪束ねる腕の白さかな

牛

み か よ

ときよし

あ き ら

憲治﹁特選﹂

シャンプーの泡尖らせて髪洗ふ

山

兼題 ﹁ 洗 ひ 髪 ﹂ ﹁ 金 魚 ﹂ 及び雑詠

その重さ感じてをりぬ洗ひ髪

「新年度国際奉仕理事挨拶」
田中（慶）国際奉仕理事

治

以上を予定しています。

憲

・交通問題特別委員会
澤井委員長 小川副委員長
無事故無違反チャレンジコンテストに運転免許証保
持者全員の参加を呼びかける。
春秋の全国交通安全運動に協力する。

第二百六十回句会

﹁主宰の一句﹂

阿部委員

金魚売り昭和のむかしありにけり

・青少年委員会
本田委員長
田副委員長
薬物乱用防止運動への助成
ライラ・ニコニコキャンプへの参加

【今後の予定と兼題】
第二百六十一回句会 平成21年8月10日 兼題「野分」「冷奴」当季雑詠
※出句は7句
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