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例会場
例会日
役 員

4

つのテスト

●真実かどうか

第1424回例会

●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

◦7月18日、大谷パストガバナーがインドで感

平成23年8月1日

染症ポリオとの闘いに活動しておられまし

卓話「クラブ奉仕 炉辺談話」 青木委員長
「会員増強について」
村井委員長

た。未だ日本でもポリオは撲滅していない
との放送がありました。協力をお願いします。

今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

◦3万年に1回と言われているアルバトロス、

「ロータリーの理念と精神の追求」

ホールインワンを女子プロの有村智恵さん

先週内容

が達成しました。

会長挨拶

◦何よりも「なでしこジャパン」が3対1（PK）

阪本会長

でアメリカを破り、Wカップドイツ大会で
世界一になりました。チームワークとあき
らめない気持ちに感動しました。

幹事報告

紙谷幹事

◦先週18日、海の日（祝日）の休会で、一週間
振りの例会です。その間、猛暑、台風と日本
列島は異常な状態です。今日25日「学問の
神」菅原道真をまつる天満天神さん、俗にい
う天神祭です。船渡御が行われる今日は大
阪では一番暑い日ともいわれます。猛暑、節

◦2011年７月改訂版、定款及び細則をお配り

電による熱中症に注意しましょう。

しました。
◦7月11日㈪臨時理事会協議事項

会員増強・拡大月間
次週 第1425回 例会予告

ⓐ8月8日の例会はサマーバイキング例会と

平成23年8月8日

させていただきます。

卓話 「〔お盆〕ってなぁ〜に」 本田会員
Weekly No. 1424は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1425は井伊委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

ⓑ第3月曜日をノーマイカーデーとします。
（メーキャップの方には交付します）
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例会は別会場にて、食事タイムを後にして

◦本日例会後、定例理事会を行いますので、理

通常通り進行致します。
（唄〜親睦のお客様ご

事の方々はご出席下さい。

紹介後、直に会長挨拶〜各報告〜卓話〜点鐘

出席報告

と致します）終了後バイキング会場へ移動し、

𠮷田委員長

18:45分前後からの食事となります。

●会 員 数 48名 ●来
客
0名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 92.68％
●6月27日の出席率（メーキャップを含む）100％

座席は吹田西RCでまとまって確保致します
が、その中での座席は自由と致します。
19:15からフラダンスショーがあります。ラ

誕生御祝−８月
会員
昭和 32 年
昭和 33 年
昭和 23 年
昭和 13 年
会員夫人

ストオーダー 20:30、終了21:00となっており
ますが、お食事終了後は自由解散と致します。

8
8
8
8

月14 日
月14 日
月20 日
月30 日

荻田会員
榎原会員
髙木会員
鈴木会員

8
8
8
8

月8 日
月19 日
月21 日
月25 日

村井会員夫人
島田会員夫人
坂口会員夫人
西村会員夫人
以上4名

通常例会ですので、会員のみの例会と致し
ます。
以上4名

クラブ会報（雑誌・広報）委員会 榎原委員長
7月23日のクラブ広報委員長会議で、7月18
日にテレビ大阪で放映された「感染症ポリオ
残り1%の闘い」のDVDを頂いてきましたので、
見落とされた方、録画を忘れた方、貸し出し致
します。事務局の方に申し出下さい。

クラブ奉仕委員会

青木委員長

今週7月29日㈮は、クラブ奉仕委員会主催の

ロータリー財団委員会 田中（慶）委員長

炉辺談話です。午後6時からくりーん亭であり

本日、特別ご寄付を頂きましたのは、家村会

ます。多くの会員の方のご出席をお願い致し

員です。ありがとうございました。

ます。

親睦活動委員会

本年度の目標額は1人130ドルとなっています。
今後も皆様のご協力よろしくお願いします。

清水委員長

8月8日㈪の例会を下記内容にて行いますの

米山記念奨学会委員会

で、ご案内申し上げます。ご予定の程よろしく
お願い致します。

澁谷委員長

本日、家村会員、青木会員より、特別寄付を

例会食事を新大阪江坂東急インが開催して

頂きました。ご協力ありがとうございました。

おりますサマーバイキング会場を利用して行
います。
費用は東急イン様のご配慮で、例会費と同額

ニコニコ箱

ですので追加費用は必要なく、食べ放題でソ

勝副SAA

◆清水会員
娘が17日に4才の誕生日をむかえました。

フトドリンク付きです。但し、アルコール飲み
放題をご希望される方は、当日例会受付にて

◆島田会員
大藤会員お世話になりました。

別途￥500−を徴収し、チケットをお渡し致し
ます。アルコールカウンターでチケットをご
提示のうえ、お飲み下さい。アルコールを飲ま

◆元田会員
いいことがありました。

れる方は車でのご来場はご遠慮下さい。
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◆榎原会員
昨日、中国道でフクメンパトにスピード違
反で捕まってしまいました。なさけない。

年度末

出席率100%
⒉ 地区協議会

◆石﨑会員
なでしこジャパンW杯優勝を祝して。
──────────────────
本日のニコニコ箱
17,000円
累計のニコニコ箱
157,000円

卓

2010年４月24日

⒊ 地区大会
2010年10月29日

リーガロイヤルホテル

2010年10月30日

大阪国際会議場

登録数48名

島田直前会計

別途配付資料をご参照下さい。
「監査報告」

大阪国際会議場

出席10名

話

「前年度決算報告」

49名（2011/6/30）

出席33名

⒋ IM
2011年２月5日 ホテル阪急エキスポパーク

毛利直前会計監事

登録数48名

事務局にて証票及び諸帳簿を監査致しまし
たところ、全て適正にして且つ正確であるこ

出席33名

⒌ 奉仕活動

とを確認致しました。

・クラブ奉仕

右松理事

出席率100%継続
「前年度事業報告」

会長方針に添った移動家族例会企画を実施

澁谷直前幹事

・職業奉仕

長屋理事

会員による職業奉仕卓話の実施
・社会奉仕

本田理事

クリーンデー実施継続、献血活動、災害支
援募金活動（奄美地方豪雨・ニュージー
ランド地震）、交通安全チャレンジコンテ
ストの継続、常照園児童養護施設園児に
ユニフォーム等の野球道具一式贈呈、秋
のライラ（春は中止）

村井会長の「愛と笑いと感動を！」という

・国際奉仕

テーマの基、各理事、役員の皆様、そして各委

澤井理事

員長の皆様にはその方針に添ってご努力戴き、

千里RC、ナコンパノムRCとの共同でタイ

又会員皆様のご協力を得てたくさんの愛と笑

国小学校2校に対し飲料水浄化設備事業の

いと感動が得られた1年ではなかったかと思っ

実施、贈呈セレモニーに代表団4名訪問

ております。自分としては前年度の30周年行

コロンボセントラルRC訪問団6名来訪対

事も終わり、特別な行事予定もなく平穏無事

応（11/11〜11/16）
・ロータリー財団寄付

に終えられるかなとの思いでしたが、想定外

ポリオ撲滅寄付

の事も発生し刺激的な1年でした。

6,240ドル
37.5ドル

（GSE受入れ大震災により中止。荻田会員

2010年〜2011年度の事業報告を致します。

がホームステイ受け入れ予定）
・米山記念奨学会

⒈ 会員数
年度始め
入会2名

米山寄付金47万円

奨学生インディカ・ボーゴダさん受入れ

48名（2010/7/1）

（2年目）

物故会員1名
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2011-2012 Weekly Bulletin

ROTARY CLUB of SUITA-WEST

ゴルフ同好会チャリティー分

・SAAニコニコ寄付

5/25
104,480円

ワンコインニコニコ含む合計 1,214,418円
合計

1,248,337円

⒍ クラブアッセンブリー
2010年 5 月17日

“愛と笑いと感動！” の1年間有難うございました。

クラブ協議会

（次年度理事役員・委員長会議）
2010年10月 4 日

クラブ協議会
（北田ガバナー補佐訪問）

2010年10月18日

「今年度予算案」

荻田会計

クラブ協議会
（松本ガバナー公式訪問）

⒎ 移動家族例会
2010年9月17日

秋

（なんばグランド花月）〈笑いをテーマ〉
2010年12月17日
（ダイワハウス

クリスマス
ルナ・レガーロ大阪公演）
〈感動をテーマ〉

2011年4月11日

春

−クラブ俳句同好会−

（セントレジスホテル大阪）〈愛をテーマ〉

①当クラブ会員分

500,000円

②タイ国ナコンパノムRC会員より
188,000円

憲

94,000円
④タイ国浄水設備寄贈小学校児童より
⑤コロンボセントラルRCより

牛

治

21,000円

憲治﹁特選﹂

③ナコンパノムRC所属地区会員より

兼題 ﹁祇園祭﹂﹁汗﹂及び当季雑詠

東日本大震災に寄せられた義援金

山

⒐ その他

鉾町に電線の無き空の青

国際奉仕担当

み か よ

2011年 2 月18日

炎昼やスクラップ車の照り返し

職業奉仕担当

ときよし

2010年11月12日

鉾すすむ遮る犬に立往生

クラブ奉仕担当

あ き ら

2010年 9 月10日

第二百九十回句会

青竹をふみしだきてや鉾廻る

社会奉仕担当

﹁主宰の一句﹂

吊り橋の揺れて大汗ひく思ひ

⒏ 炉辺談話（会場：くりーん亭）
2010年 7 月23日

別途配付資料をご参照下さい。

119,857円
⑥ゴルフ同好会チャリティー分

【今後の予定と兼題】
第二百九十一回句会 平成23年8月22日
兼題 「冷奴」「夕立」当季雑詠
※出句は7句

3/30
221,000円
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