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4つのテスト

－ 創立30周年 －

 ●真実かどうか　　 ●みんなに公平か　　 ●好意と友情を深めるか 　　●みんなのためになるかどうか
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Weekly NO.
平成　　年　　月　　日２２ ６ ２１

1377

卓話 「次年度活動方針」村井会長エレクト
今週の歌「奉仕の理想」

第１３７７回 例会 平成２２年６月２１日

先週内容

卓話 「一年間の総括」　仲辻会長
Weekly No. 1377は島田委員が担当しました。
Weekly No. 1378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）

会長挨拶 仲辻会長

　わがクラブの創立30周年記念式典を、先週
無事に終了することができました。会員の皆
様方御苦労さまでした。
　会員皆様方全員の出席を得て開催できまし
たことは本当に喜ばしいことですし、又わが
クラブの誇りでもあります。式辞の中で私が
これを申し上げたところ、北摂12RCの会長、
幹事の方々から「ホー」という感心と賛辞と
も受け取れる言葉が発せられていました。
　他クラブの式典にも参加する機会を何回か
持ちましたが、わがクラブの式典が、温かく、
他人行儀でなく、親近感が持て、そして格調
の高いものであったと思います。
　改めて、30周年記念実行委員会の方々の企画
と努力、及び実行力に深甚の敬意を表します。

　私事ですが、仕事柄あまり、多勢の仲間と
集まって、叡知を集めエネルギーを集中する
のが不得意です。今回の30周年記念式典にあ
たり、会員各位の集中力に驚かされました。
　6月29日、わがクラブの主催で、北摂12RCの
会長、幹事の会議が開かれます。その折りに
30周年記念式典につき忌憚のない御意見が伺
えるものと期待してます。
　この12RCの会議を以て、私の会長の仕事も
全て終わることになります。晴れて無罪放免
です。

次週　第１３７８回例会予告　平成22年6月28日

～伝えつなぐ30年　笑顔一杯～
“たしかなこと”

清水幹事幹事報告

⒈皆様30周年記念式典、本当にお疲れ様でした。
⒉30周年にともない、元会員の玉城明様と、衆
議院議員の藤村修様より祝電をいただいてお
ります。
⒊タイ・ナコンパノムRCより、記念品をいた
だいておりますのでご紹介致します。
⒋仲辻会長、家村30周年実行委員長の主催で「創
立30周年お疲れさん会」を開催いたします。
日時：7月1日㈭　ＰＭ6:00より
場所：くりーん亭
会費：￥2,000-
皆様ふるってご参加下さい。

⒌30周年記念式典のTV放送について
6月14日㈪　吹田ケーブルテレビにて
1回目：午前11時より
2回目：午後3時30分より
3回目：午後10時30分より

⒍理事会報告（新旧合同理事会）
・8月度卓話プログラムが承認されました。
・30周年記念事業の修正予算が承認されました。
・6月18日㈮ 新旧理事懇親会を開催いたします。
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３０周年実行委員会

～伝えつなぐ30周年　笑顔一杯～
“たしかなこと”

＊吹田西RC30周年記念式典・祝宴のお礼
 （会長、会員、30周年実行委員会、スリラン
カ・コロンボセントラルRC、タイ・ナコン
パノムRCへ行かれた皆様）
＊4日（お迎え）～9日（見送り）までの国際
部門の担当の方々の活躍にお礼
　4日の夜CCRC、PM9:00関空着
　5日NPRC、PM8:00新大阪着、
　　  海軍PM6:30関空着
＊当日の式典祝宴の出席率100%達成、盛大に
行われました。
＊8日 NPRC、AM11:00関空より離日
＊9日 CCRC、AM8:40関空より離日、
　　　海軍・AM8:30新幹線で東京へ
＊式典部門・記念誌部門の皆様の当日までと、
当日の活躍
＊CCRCのニザール夫婦のお迎え～見送りまで
（瀧川・河邊）

社会奉仕委員会 青木委員長

交通問題特別委員会 澤井委員長

家村実行委員長

・先々週1日㈫のクリーン・デーには、朝早く
からロータリアン15名の出席者（瀧川、榎
谷、河邊、宮川、岡、渋谷、清水、紙谷、
郷上、本田、阿部、伊藤、榎原、高木各会
員と私、青木）があり、さらには、江坂東
急インの方、ダイキンエアテクノ株式会社
から5名の方々に来て頂きまして、8時過ぎ
まで江坂駅前地区の清掃をいたしました。
ありがとうございました。
・17日㈭はビケンテクノ株式会社様で献血が
あります。多くのロータリアンのご協力を
お願い致します。
・口蹄疫被害支援金募金のお願いが来ており
ます。支援金箱をお廻し致しますので、よ
ろしくお願いします。
・「すいた環境教育フェア2010」への協賛に
ついて、礼状が届いております。ご報告致
します。

新入会員紹介

○姓　　名… 元田弘之 　平成21年10月1日～平成22年3月31日を対象
期間とする無事故無違反コンテストの分析結
果が送られてきました。当クラブの参加人員
は32名、個人の結果はそれぞれのお手許にお
届け致しました。クラブ全体の結果は、残念
ながら惜しくもパーフェクトとは言えず、事
故件数0件、違反件数1件（速度超過）でした。
ご協力有り難うございました

６月誕生月　会員・会員夫人　祝

出席報告 伊藤委員長

●会　員　数 49名 ●来　　　　客 0名
●出席会員数 41名 ●本日の出席率 93.18％
●5月24日の出席率（メーキャップを含む） 100％

 平成 9 年 6 月 29 日 橋本（芳）会員御夫妻
         以上1組

結婚御祝－６月
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【6月7日分】
◆仲辻会長
30周年記念おめでとうございます。会
員の皆様何かと御苦労さまでした。
◆鈴木会員
創立30周年を自祝して。
◆河邊会員
30周年を祝して。
◆郷上会員
30周年を祝して。
◆尾家会員
30周年おめでとうございます。今後ま
すますの発展を祈念します。
◆長屋会員
30周年おめでとうございます。
◆　木会員
30周年おめでとうございます。多くの
お客さまをお迎えして大変嬉しく思い
ます。感謝。
◆阿部会員
30周年を記念して。
◆本田会員
30周年記念。発足時の気持ちを忘れず
に。
◆大藤会員
30周年を記念して。青木会員、息子が
大変お世話になりました。
◆清水会員
30周年を記念して。
◆榎谷会員
入会時の事色々想い出しております。
◆渋谷会員
吹田西RC30周年を記念して。

【6月14日分】
◆仲辻会長
30周年記念式典無事に終わりました。
会員の皆様御苦労さまでした。土曜日
少し良い事がありました。
◆鈴木会員
30周年の式典が立派に盛大に挙行出来
ました事、実行委員会の皆様に感謝し
ます。又、海外からのお客様への対応
ご苦労様でした。
◆家村会員
30周年式典、祝宴、皆様のお陰で大成
功裏に終わりました。感動しております。
◆木田会員
30周年時に入会できていろいろ勉強で
きました。ありがとうございます。
◆右松会員
30周年記念式典、実行委員の方々御苦
労様でした。
◆榎原会員
無事30周年終わりました。英語がしゃ
べれればと思った4日間でした。
◆佐藤会員
30周年では良い経験をさせて頂きまし
た。ありがとうございました。
◆田中（孝）会員
創立30周年おめでとうございます。又、
実行委員会のみなさま御苦労さまでした。
──────────────────
 6/ 7 のニコニコ箱 53,000円
 6/14のニコニコ箱 47,000円
 累計のニコニコ箱 1,170,000円

ニコニコ箱 勝副SAA 卓　　話卓　　話

「一年間の総括」 クラブ奉仕　由上理事

　当委員会は8つの特別委員会で構成されてい
ますが、伊藤出席、岡会報・雑誌・広報、大
藤親睦活動、橋本徹也会員増強・選考・職業
分類、右松プログラム、佐藤記録、瀧川クラ
ブ規定、毛利音楽の各委員長がしっかりと活
動して戴き、私は何もせずに楽をさせていた
だきました。
　例会100%出席は今年も維持される見込みで
ホ ー ム ク ラ ブ 皆 出 席 や 永 年 皆 出 席
(3,5,7,10,15,20,25,30年)の方は楽しみにして
下さい。家族会は例年のクリスマス(東急イン)、
花見(ニューオータニ)の他、特に京都の一力で
は楽しませて戴き、親睦委員会やSAAの皆様
ご苦労様でした。
　又、当クラブのホームページは佐藤委員長、
伊藤委員長の協力により６月よりリニューア
ルされております。
　なお、CLPの見直しについては当家の不幸
で放置することになり申し訳ありませんでした。

「一年間の総括」 職業奉仕　坂口理事

　欧米における職業とはビジネスであり、損
得勘定である。しかし人間は社会・国家のた
め、家族のために利害を度外視して貢献して
いる。これをロータリーでは職業奉仕と表現
しています。この一年間、職業奉仕委員会で
は、より良き貢献の基礎として仕事上での
様々な障害を解決する意志統一を行ってきま
した。卓話や炉辺談話において「修羅場」
「不思議の勝ちあり、不思議の負けなし」な
どについて認識を深めました。
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「一年間の総括」 社会奉仕　青木理事

 ・ 社会奉仕委員会
橋本（芳）副委員長　梶山委員

7/12㈰　クリーン江坂への参加
ロータリアン5名出席

クリーン・デーの実施（毎月、土日祝を除く1日）
 7月 サニーストンホテル
   江坂企業協議会主催　10名出席
 8月 土曜日
 9月 東急イン 当クラブ主催　16名出席
 10月 サニーストンホテル
   江坂企業協議会主催　13名出席
 11月 日曜日
 12月 東急イン 当クラブ主催　15名出席
 1月 祝日
 2月 サニーストンホテル
   江坂企業協議会主催　11名出席
 3月 東急イン 当クラブ主催　17名出席
 4月 サニーストンホテル
   江坂企業協議会主催　  8名出席
 5月 土曜日
 6月 東急イン 当クラブ主催　15名出席

11/13㈮　情報集会　社会奉仕事業について
討論致しました　9名出席

本年度地域に根ざした社会奉仕事業
地域の小学生にスポーツ振興のためのスポ
ーツ教室の開催と、スポーツ用品の寄贈
バスケット教室の開催とユニフォーム・

バスケットボールの寄贈
平成22年1月30日㈯　豊津第二小学校

体育館にて開催致しました。
豊津第二小学校バスケットボール部員を含む生徒25名
江坂大池小学校バスケットボール部員を含む生徒25名
その父兄約10名そして橋本徹也会員の
ご令嬢の黎さんも大阪エヴェッサのメンバ
ーに加わって頂き、盛況のうちに幕を閉じ
ました。
ロータリアン11名の出席

募金活動
兵庫県西部、北部豪雨災害義援金　39,000円
台湾台風災害義援金　38,641円
ハイチ大地震義援金　36,314円

地区を通じて現地に寄金する。
口蹄疫被害支援金　　39,000円

献血活動（計2回）
12/3㈭　94名の献血者、ロータリアン7名出席
6/17㈭
ビケンテクノさんにて実施致しました。

江坂まちづくり協議会への出席
4/10㈯　市制施行70周年記念事業、
　　　　　　安心安全の都市づくり市民会議への出席

ロータリアン6名出席
5/25㈫　江坂企業協議会総会・懇親会出席
5/28㈮　第60回「社会を明るくする運動」　
　　　　　　　吹田実施委員会　出席

クリーンウォータープロジェクト参加
（2月12日・13日、タイ、ナコンパノム）

「すいた環境教育フェア2010」への協賛

 ・ 青少年委員会
本田委員長　𠮷田副委員長　阿部委員

薬物乱用防止運動への助成
ライラ・ニコニコキャンプへ参加

 ・ 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ていた
だきました。
春秋の全国交通安全運動に協力いたしました。

「一年間の総括」 国際奉仕　田中（慶）理事

　一番大きなイベントとしては、2月に吹田西
ロータリー、千里ロータリー、ナコンパノム
の3クラブによるマッチンググラントを成功さ
せたことです。
　この成功には、タイの海軍の応援があって
こそ、成し遂げられた思っております。
　次は、6月に行われた吹田西ロータリークラ
ブの30周年記念式典です。タイの海軍の出席
が当式典に花を添えて頂きました。
　タイからのお客様41名の接待を最初から最
後までお世話して頂いた、榎原会員と木田会
員には、本当に心から御礼を申し上げます。


