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つのテスト

●真実かどうか

第1439回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

幹事報告

平成23年12月12日

●みんなのためになるかどうか

紙谷幹事

卓話「年次総会」
今週の歌「おゝロータリー」

「ロータリーの理念と精神の追求」
先週内容
会長挨拶

阪本会長

◦師走に入りました。会員はじめ、ご家族の皆
様が元気で新しい年を迎えて下さい。
◦11月30日、GSEで来日されていたスリラン
カのシャマリ氏が帰国されるのに伴い、地
区主催で送別会が行われました。瀧川パス
ト会長、ご子息の健一郎氏、紙谷幹事と共に
出席してきました。日本からは来年2月に訪
問されます。
◦12月1日、吹田警察署で市民を守る年末警戒
の為の発隊式が実施されました。防犯の永
田会長も出席されていました。規律正しい
行動に感心しました。署長から、街頭犯罪、
金融機関での犯罪、幼児、女性、高齢者への
犯罪防止が重点です。
◦次週、年次総会です。全員の参加をお願いし
ます。
◦新入会員、矢倉昌子様をお迎えしました。皆
様よろしくお願いします。

◦米山功労者への感謝状が届いております。
宮川会員 第６回マルチプル
仲辻会員 第５回マルチプル
石﨑会員 第４回マルチプル
岡 会員 第３回マルチプル
井伊会員 第３回マルチプル
青木会員 第２回マルチプル
荻田会員 第１回マルチプル
◦次週12月12日は年次総会です。皆さんでき
るだけご出席下さい。
◦大阪フレンドRCより、スリランカ第3220地
区GSE受入支援、参加のお礼状が届きました。
（皆様方のご協力に対し、スリランカチーム
より心からの御礼の言葉をいただき無事に
終了する事ができたとの事です。）
◦大阪御堂筋RCより職業奉仕事業のシンポジ
ウム「スギ花粉を考える」への参加御礼が届
きました。241名という多数の方のご参加
だったそうです。

家族月間

次週 第1440回 例会予告

理事会報告
◦2月度卓話プログラム承認。
◦クリスマス家族例会を万博迎賓館で開催す
ることで承認いただきました。

平成23年12月19日

卓話 「クリスマス家族会」
Weekly No. 1439は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1440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）
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社会奉仕委員会

◦12月26日、岡会員の卓話（2月度に予定して
おります）と、タイ・ナコンパノム報告の卓
話を変更することを承認。
◦11月 第1週 目（1月16日）の 例 会 で は 少 々
ビールを用意します。よって、ノーマイカー
デーにすることの承認を頂きました。ご協
力宜しくお願い致します。

ゲ

ス

ト

木田委員長

西村委員

吹田警察署 生活安全課長・警視 高 嶋 修 一 様
吹田警察署 生活安全課
近藤 友樹 様

12月1日、7:30からクリーンデーを行いました。
参加者は阪本会長をはじめ、家村会員、瀧川会
員、清水会員、阿部会員、本田会員、青木会員、
岡会員、橋本（徹）会員、澁谷会員、橋本（芳）会員、
榎原会員、元田会員、髙木会員、木田会員、東
急インより細川さんの16名に出席いただきまし
た。ありがとうございました。

出席報告

𠮷田委員長
●会 員 数 49名 ●来
客
2名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 93.33％
●11月7日の出席率（メーキャップを含む） 100％

職業奉仕委員会

誕生御祝−１２月

大藤委員長

今週7日から11日まで、AM8:30のケーブルテ
レビの情報番組にて、先だって行われた出前授
業の様子が放送されます。皆さん時間が許す方
は見て下さい。

米山記念奨学会委員会

澁谷委員長

本日、橋本（徹）会員、河邊会員、梶山会員より
特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうござい
ました。

ロータリー財団委員会

本日、長屋会員より特別寄付を頂きました。ご
協力ありがとうございました。

結婚御祝−１２月
昭和 43 年 12 月 9 日
昭和 47 年 12 月18 日

親睦活動委員会

毛利会員ご夫妻
島田会員ご夫妻
以上2組

新入会員紹介
場所
会費
内容
名

…

清水委員長

クリスマス家族例会のご案内
〜ご家族に素敵なメッセージを〜
日時

○姓

長屋副委員長

矢倉昌子
交通

平成23年12月19日㈪
受付PM5:30〜 開会PM6:00〜9:00
（PM6:00〜6:20会場内のチャペルにて
例会を行います）
迎賓館（万博公園）
〒565-0826 吹田市千里万博公園9-1
☎06-6877-3330
会員￥13,000.- ご家族￥11,000.子供（小学生以下）￥4,000.洋食フルコース・飲み放題
万博公園内の迎賓館で、少しでも多くの
ご家族にご参加頂き、思い出に残る楽し
いクリスマスを過ごして頂く。ご家族に素
敵なメッセージを送って下さい。
当日は平日のため、無料送迎バスがあり
ません。タクシーをご利用下さい。
千里中央駅よりタクシーで約10分（約1,300円）
阪急山田駅よりタクシーで約５分（約800円）
無料駐車場60台完備

−2−

野球同好会

ニコニコ箱
清水会員

◆髙木会員
女性会員、矢倉様ご入会を心からお慶
び申し上げます。
◆木田会員
矢倉さんの入会を祝して。
◆清水会員
ガバナー杯野球大会2年連続3回目の優
勝を祝して。ふがいないキャプテンで
したが、チームワークの良さで勝てま
した。来年もがんばります。
◆橋本（徹）会員
矢倉さんの入会を祝して！
◆橋本（芳）会員
ガバナー杯野球大会、エラー、三振し
ましたが、がんばりました。
◆𠮷田会員
12月1日吹田市寿町に機能訓練型リズ
ムデイサービス寿をオープンしました。
入浴・食事など中心のデイサービスと
違い、スポーツクラブ感覚で高齢者の
機能訓練など予防介護でいつ迄も元気
に暮らしていただけるように支援する
施設です。
◆阪本会長
野球同好会ガバナー杯優勝おめでとう
ございます。
◆紙谷会員
野球、優勝しました。有難うございま
した。
◆阿部会員
野球同好会のみなさん、大変おつかれ
様でした。
◆岡会員
野球同好会優勝バンザ〜〜イ。皆さん
お疲れ様でした。
◆石﨑会員
第2660地区ガバナー杯野球大会。2連
覇を祝して!!
右松会員、本日よろしく!!
◆長屋会員
野球同好会優勝おめでとうございます。
清水キャプテンはじめ皆様ご苦労様で
した。
◆河邊会員
ホームクラブをよく欠席しますねぇ。
お詫び致します。
◆本田会員
12月3日、生 誕58周 年。自 分 で 自 分 を
祝いました。
◆勝会員
開業28周年で、来年3月までコーヒー
を280円にしました。。
──────────────────
本日のニコニコ箱
70,000円
累計のニコニコ箱
624,000円

ガバナー杯野球大会結果報告
・12月4日㈰ 決勝戦 対くずはRC
箕面サントリー球場
岡投手先発で始まった試合、初回ま
さかの連打を浴び4失点、三回にも1点
を追加され0対5の劣勢で迎えた三回裏、
超スローボールの相手投手を攻略し一
挙8点を奪い逆転に成功！総力戦で岡投
手〜大藤投手〜紙谷投手〜岡投手とつ
ぎ込みましたが、最終回ついに同点に
追いつかれ、なおも逆転のピンチでし
たが、素晴らしい中継プレーで本塁封
殺しピンチを切り抜けたその裏、また
もやドラマが待っておりました！

先 頭 の 石﨑監 督 が 執 念 の レ フ ト 前
ヒットで出塁、その後ランナーを進め1
死3塁で迎えた打者はトップバッターの
紙谷副キャプテン！このプレッシャー
の中、しぶとくライト前にヒットを放ち、
9対8のサヨナラ勝ちを収め、2年連続3
回目のガバナー杯優勝を成し遂げまし
た！
来年度の全国大会は震災復興祈念親
睦大会のため、今回の結果は考慮され
ませんが、堂々と参加申請をしたいと
思います。
来年皆様も一緒に甲子園で楽しみま
しょう！今大会のご声援本当にありが
とうございました！
決勝戦結果
チーム名 一 二 三 四 五 六
くずは
4 0 1 0 2 1
吹田西 0 0 8 0 0 1X

元田副SAA

計
8
9
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関係者には適用できますが、各市町村ごとに
参入する者には適用ができません。
このため、もし吹田市の公共工事に明らか
に暴力団関係者と分かった者が入札等に参加
しても排除できないという問題点があるので
す。
このため、現在、市行政の皆さんと協議をし
ながら、早期に吹田市の暴力団排除条例が施
行できるよう取り組んでいるところです。
一方、少年の暴力団との関わりは法務省か
らの発表によりますと少年院出所後の再犯率
約４割のうち3割は暴力団に加入となっており、
やはり家族ぐるみのサポートさらには、しっ
かりとした定職に就かせることが再犯防止に
つながると分析されています。
少年に再犯をさせないため、小さくても夢
が持てる仕事に就かせる、これは大人の責任
と言えます。
暴力排除に向けて勇気を出して、一歩踏み
出す皆さんの勇気とお力添えを是非ともお願
いしたいと思います。

話

「踏み出す勇気、その決断があなたを守る」
吹田警察署

生活安全課長 高嶋 修一 様
永田会員ゲスト

−クラブ俳句同好会−

あ き ら

兼題 ﹁枯蓮﹂﹁マフラー﹂及び当季雑詠

小倉山映せる池の破れ蓮

み かよ

牛

マフラーを 巻ひて捩って戯れて

イニシャルを刺しマフラーの仕上がりぬ 山

第二百九十四回句会

マフラーを鼻まで上げし日暮れかな 久 美 子

ときよし
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寂 しがるマフラーに首 そっと着 け

本日は、吹田西ロータリークラブ定例会に
お招きをいただき誠にありがとうございます。
日頃は、警察行政各般に亘りましてご尽力ご
協力を賜り厚くお礼申し上げます。また、本会
の阪本会長には「吹田ビル・マンション防犯
協議会」の会長職にも就いていただいており、
治安維持を任務といたします警察にとりまし
ては、本当に強力なバックアップを戴いてい
るところでございます。
改めまして感謝を申し上げます。
さて、本日の卓話のテーマにつきましては、
「踏み出す勇気、その決断があなたを守る」と
いたしました。
皆様方にはすでにご案内のとおり、本年の4
月1日「大阪府暴力団排除条例」が施行されま
した。
この条例は、いわゆる暴力団の資金源を絶
つためその手段といたしまして公共工事等か
らの締め出し、暴力団員等に対する利益供与
を禁止することなどが盛り込まれています。
まさに市民ぐるみで暴力団排除に立ち上が
り戦うための強力な武器ができたといえます。
ところが、この条例は府に参入する暴力団

【今後の予定と兼題】
第二百九十五回句会 平成24年1月16日
兼題 「新年一切」当季雑詠
※出句は5句

