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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1431回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

◦今年度クラブ概況が出来上がりましたので
お配りします。
◦本日は理事会があります。理事の方はご出
席下さい。
◦来週は移動例会です。

平成23年10月3日

卓話「秋の移動例会」
今週の歌「手に手つないで」

「ロータリーの理念と精神の追求」
会長挨拶

誕生御祝−１０月

先週内容

阪本会長
◦先週は敬老の日で休会、2週間のご無沙汰で
す。段々と秋めいてきました。我が家でも布
団が夏から秋冬物に替わりました。
◦防災協議会の研修で、大阪市内のパナソニッ
クセンターを見学してきました。そこはパ
ナソニックの綜合情報拠点で、より快適で
安 心、安 全 な 暮 ら し、そ れ を 支 え る コ ア
（CORE）技術が体験できます。その後、門真
市にあります松下幸之助歴史館へ。そこは
松下幸之助の行き方、考え方などを、肉声と
映像で紹介し、
「事業を通じて社会に貢献す
る」ことを実践する松下幸之助の生涯と事
業発展の歴史が紹介されていました。
◦先週土曜日地区公民館で男の茶道教室に参
加しました。席入り、掛け軸、季節の生花、
お点前座の拝見、そして説明を受け、菓子と
薄茶のいただき方を一通り学んできました。
難しい所作でしたが勉強になりました。
◦東日本大震災被災地の陸前高田市長より、
今回の支援のお礼状が届いています。

幹事報告

紙谷幹事
◦前年度月信13号をお配りしました。今年も
出席率100%を達成できました。ガバナー補
佐もご挨拶で述べられていますが、第2660
地区では吹田西RCのみです。

会員
昭和 26 年 10 月11 日
昭和 37 年 10 月15 日
昭和 14 年 10 月23 日
会員夫人

10 月 6 日
10 月15 日
10 月18 日

坂口会員
伊藤会員
新井会員

以上3名

橋本（徹）会員夫人
河邊会員夫人
紙谷会員夫人
以上3名

出席報告

𠮷田委員長
●会 員 数 48名 ●来
客
0名
●出席会員数 39名 ●本日の出席率 88.64％
●8月29日の出席率（メーキャップを含む）100％

親睦活動委員会

清水委員長

次週は秋の移動家族例会です。ご夫婦でご参
加の方は、デート気分で神戸をお楽しみ下さい。
会場：神戸外国倶楽部（KOBE CLUB）

記録委員会

由上委員長

次週の移動例会での写真は皆様にお配りはせ
ずに、当クラブのホームページに掲載致します。

職業奉仕月間・米山月間

次週 第1432回 例会予告

●みんなのためになるかどうか

①ホームページ（http://www.suita-west-rc.org/）
を開き「会員専用ページ」にアクセスする。
②ID（swrc）を入力する。
③パスワード（sw2010rc）を入力する。

平成23年10月17日

卓話 「ガバナー補佐訪問」

第2660地区
第2組ガバナー補佐 矢橋 弘嗣 様
Weekly No. 1431は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1432は水間副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

以上にてホームページは見れますので活用下さい。
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ロータリー財団委員会

長屋副委員長

ポリオプラスの特別寄付をお願い致します。
お一人3,000円をお願いしております。メン
バー全員の協力をお願いしておりますので、
未だご寄付をいただいていない方は、是非と
も宜しくお願いします。
本日の財団寄付です。郷上会員より頂戴い
たしました。ありがとうございます。

ニコニコ箱

「私の職業」

元田副SAA

◆髙木会員
娘に男の子が生まれました。2672g 健康
です。感謝です。
◆杦本会員
来週の移動例会は私の演奏を聴いてい
ただくので！
◆田中（慶）会員
明日から韓国へ行ってまいります。
◆長屋会員
日日是好日。
◆清水会員
来週の移動例会よろしくお願い致します。
──────────────────
本日のニコニコ箱
22,000円
累計のニコニコ箱
320,000円

卓

話

「国際奉仕炉辺報告」

杦本会員

橋本徹也 国際奉仕委員長

☆ややこしい英語略語の手引き
RI ：Rotary International （国際ロータリー）
TRF：The Rotary Foundation （ロータリー財団）
WCS：World Community Service（世界社会奉仕）
MG ：Matching Grant （マッチンググラント）
WF ：World Fund
（国際財団活動資金）
DDF ：District Designated Fund（地区財団活動資金）
DSG ：District Simpliﬁed Grant
（地区補助金）

モノ創り・ヒト創り・組織創り・未来創りで
スパイラルアップする
モノ創り
モジュール部品・製品・システムまで一貫
して作ることができるメーカであること。
ヒト創り「技術面」
高機能CADとシミュレーションで高度な設
計技術を磨き上げ他社との差別化を図る。
ヒト創り「人格育て」
・挨拶 … 訪問者はすべてお客様である
・清潔感ある身だしなみ
・ 掃除 … ＜心の3K＞感謝・気遣い・謙虚を学ぶ
組織創り
・ISO9001をコンサルタントを使わず自分達
で作り上げ責任と権限を委譲。
・品質システムは、大手企業との直接取引が
できるまでになってきた。
・人格育てで組織のコミュニケーションを育成
未来創り
・シリコンジャイロの研究開発（NASDA）
・高誘電体ディバイス研究開発（京都工芸繊維大学）
・MCA無線・業務用無線のIP化研究開発（近畿移動無線CT）
・LEDカラー発光照明の研究開発（産業技術総合研究所）
・人工衛星「まいど1号」の研究開発（東大阪宇宙協同組合）
・業務用デジタル無線機の研究開発（経済産業省）

☆東日本大震災関係
○ロータリー東日本震災復興基金
クラブ単独OK、建築物もOK
2012年12月31日まで
資金枯渇した時点終了
○2660地区東日本大震災復興支援基金
☆震災プロジェクトの資金方法
○東日本震災復興基金＋2660地区基金
＋クラブ独自資金＋海外協力クラブ寄付金
○地区補助金DSG＋クラブ独自資金
＋海外協力クラブ寄付金
○クラブ独自資金＋海外協力クラブ寄付金のみ
○被災地支援のMGが再開
クラブ独自資金＋DDF＋海外協力クラブ
（50%ルール）
DDF予算65,000ドル1件MGプロジェクト
最大5,000ドルまで

企業の品質は人
経済産業省 明日の日本を支える
「元気なモノ作り中小企業300社」2009年4月表彰
経済産業省 戦略的基盤技術高度化支援事業
「アナログ・デジタル共用無線装置の開発」
2010年6月採択・3年1億円の補助金

国際宇宙ステーション搭載用雷観測センサ
をJAXAに納入
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