
吹田西ロータリークラブ
ウイークリー

国際ロータリー第2660地区

2011-2012
■創立 1980.6.12
事務所 〠564-0051　吹田市豊津町9番40号  江坂東急ビル1F
 ☎（06）6338-0832　FAX（06）6338-0020
 URL  http://www.suita-west-rc.org
例会場 新大阪江坂東急イン
 〠564-0051　吹田市豊津町9番6号　☎（06）6338-0109
例会日 毎月曜日　18:00～19:00
役　員 会長：阪本勝彦　幹事：紙谷幸弘　会報委員長：榎原一滋

4つのテスト　　●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4つのテスト　　●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

－1－

卓話 「私の職業  相続あれこれ」 荻田会員
今週の歌「ロータリー賛歌」

第1449回例会　平成24年3月12日

「ロータリーの理念と精神の追求」

卓話 「春の交通安全」  吹田警察署　交通安全課　課長
       警視　澤池 祥之 様
        毛利会員ゲスト
Weekly No. 1449は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1450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）

会長挨拶 石﨑副会長

先週内容

次週 第1450回 例会予告　平成24年3月26日

Weekly No.1449／ 平成24年3月12日

二度目の会長代行挨拶です。点鐘も上手く
なったように思います…。
今週末日曜3月11日は、東日本大震災から一
年を迎えます。亡くなられた多くの方々の命
を悼み、被災された方々の生活再建と復興を
祈念したいと思います。
またこの日は、昨年の不祥事で中止になっ
た大相撲春場所が、2年ぶり大阪に戻ってきま
す。先週、当場所の担当部長、貴乃花理事と元

識字率向上月間

大関貴ノ浪・音羽山親方付けの激励会に出席
しました。大阪場所の成功を期待したいと思
います。
先週（2/27）我々の電子業界に激震する
ニュースが飛び込んできました。半導体大手、
エルピーダメモリーが経営破綻、負債総額
4800億円、会社更生法申請ということです。
製造業では過去最大の倒産となりました。
同社は、半導体メモリー「DRAM」（ダイナ
ミック・ランダム・アクセス・メモリー）の
専業メーカーで、NECと日立製作所のDRAM事
業部門が統合し、2000年に現在の形になりま
した。さらに三菱電機の同部門も合流し、日本
のDRAM製造部門を代表するメーカーとなり
ました。
しかし、海外との競争や商品価格の下落、さ
らに円高で業績が悪化。海外企業との資本提
携などの交渉が不調に終わり、自主再建を断
念したようです。
日本の半導体産業は世界を席巻した1980年
代の終わりから、DRAMの世界シェア50%の半
導体王国を築きました。そして今、台湾、韓国
企業に敗れ、「電子立国日本」の凋落となって
しまったのです。
この構図は半導体産業に限ったことではあ
りません。同じことが、今後自動車について起
こる可能性があります。主流になる電気自動
車は個々の部品には先端技術が必要とされま
すが、機械的に単純な製品であり、新興国での
需要は低価格車が中心です。DRAMで韓国や台
湾に負けたように、中国の自動車メーカーに
負ける可能性があるからです。
最大の課題は、国策を含めて業界再編を急
ぐ必要があります。
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出席報告
●会　員　数 49名 ●来　　　　客 3名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 81.82％
●2月6日の出席率（メーキャップを含む） 100％

𠮷田委員長

紙谷幹事幹事報告
理事会報告
◦5月度卓話プログラムを承認しました。
◦春の移動例会を承認しました。場所は上七
軒歌舞練場です。
◦3月26日㈪、例会をノーマイカーデーにする
ことを承認しました。（シャングリラで
ビュッフェ形式にて）
◦当クラブにて現在保管されている、東日本
大震災震災義援金（約70万円）は、盛岡西
RCと合同でプロジェクトを行う事を承認し
ました。

田中（慶）委員長ロータリー財団委員会
　本日、阿部会員、中堀会員、由上会員、髙
木会員、田中（孝）会員、矢倉会員より、特別寄
付を頂きました。ご協力ありがとうございま
した。

皆様、お久しぶりです。来週いよいよ南島
原市の方へ転居いたします。在会中は、本当
にお世話になりました。これからの皆様のご
健勝と吹田西RCのご発展を祈っております。
又、遠いですが九州へ遊びにいらして下さい。

澁谷委員長米山記念奨学会委員会
　本日、橋本（徹）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。

清水委員長親睦活動委員会

元会員  佐藤 洋一 様  ご挨拶

春の移動家族例会のご案内
～北野をどりと春の京都を満喫～
神戸～大阪と続いた移動例会！
三都物語完結の京都です。

日時 平成24年4月2日㈪
 北野をどり PM4:00～5:30
 例会  PM6:00～8:00
場所 京都  上七軒歌舞練場
 京都市上京区今出川七本松西入ル真盛町742
 （北野天満宮前すぐ）
 ☆貸切バスで移動します。
 　江坂東急イン前をPM2:30に出発します。
 現地へ直接行かれる方は最寄駅より
 バス又はタクシーでお越し下さい。
 （別紙パンフレット参照）
会費 会員¥16,500-　家族¥13,500-
 （第60回北野をどり
            お茶席券付観覧料 ¥4,500-含む）
 北野をどり観覧＋和食お弁当
 　　　　　　　＋飲み放題＋舞妓さん
内容 京都北野天満宮側にあります、上七軒

歌舞練場で第60回北野をどりを拝観後、
場内のお庭で舞妓さんと一緒にお食事
をしながら桜を楽しんで頂く例会です。
近くには（徒歩約10分）京都一と言わ
れる桜の名所、平野神社もございます。

ゲ　ス　ト 西村委員

 吹田ローターアクトクラブ 柳川 　潔敬 様
 〃 中村 阿佑美 様
 元　会　員 佐藤 　洋一 様

 昭和 42 年 3 月 5 日 𠮷田会員ご夫妻
 昭和 48 年 3 月 11 日 杦本会員ご夫妻
 昭和 48 年 3 月 15 日 家村会員ご夫妻
 昭和 57 年 3 月 16 日 西村会員ご夫妻
 昭和 48 年 3 月 18 日 髙木会員ご夫妻
 昭和 42 年 3 月 20 日 右松会員ご夫妻
 昭和 44 年 3 月 23 日 宮川会員ご夫妻
 昭和 42 年 3 月 26 日 瀧川会員ご夫妻
 昭和 63 年 3 月 27 日 榎原会員ご夫妻
 昭和 40 年 3 月 30 日 河邊会員ご夫妻
         以上10組

結婚御祝－３月
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◆佐藤 洋一 様
お久しぶりです。来週にいよいよ南島
原の方へ転居いたします。今後の皆様
のご健勝と吹田西RCの発展を願ってお
ります。ありがとうございました。
◆西村会員
先月のタイ出張で偶然小林さんと同じ
フライトになりました。洪水からの復
興も順調ですので。
◆橋本（芳）会員
名札持って帰ってしまいました。すみ
ません。
◆宮川会員
卒業式が始まりました。厳しい環境で
すが、夢を持って約12,000名が巣立っ
て参ります。
◆大藤会員
長期の休み、申し訳ございません。家
族6人が連続してA型になり、この1ヶ
月半はどうしようもありませんでした。
◆元田会員
ボックスに池田泉州銀行の社債のご案
内を入れさせていただきました。よろ
しくお願いします。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 18,000円
 累計のニコニコ箱 940,000円

ニコニコ箱 元田副SAA

私は、吹田RACに入会して7年目を迎えます。

今回は、私が今までに経験した行事の中で、特

に印象に残っている2つの行事をご紹介させて

いただきます。

卓　　話卓　　話
「吹田ローターアクトクラブ活動報告」

吹田ローターアクトクラブ
会長　柳川 潔敬 様
髙木委員長ゲスト

１つ目は、台湾の台北文山RACとの交流です。

1996年に姉妹提携を締結し、毎年交流してい

ます。台湾から来日した翌年には、吹田が訪問

するというように、交互にメンバーが行き来

します。私たちが訪問する時には、申し訳ない

くらい大歓迎してくれます。台湾では、１泊は

文山RACのメンバーの家にホームステイしま

す。メンバーの家族と交流が出来、台湾の生の

生活を垣間見ることが出来ます。また、台湾へ

行くと、故宮博物館や夜市などの観光名所に

も連れて行ってくれ、台湾の歴史や文化を感

じることが出来ます。帰国の時には、涙を流し

て別れを惜しむメンバーも多く、それくらい

深い交流が出来ているのだと思います。

２つ目は、吹田RAC25周年記念式典です。当

日は、総勢230名を越える方々にご出席いただ

きました。メインプログラムでは、「ドリーム

ランド」という演劇をしました。この演劇は、

原作・脚本・衣装・小道具・音響と自分達で

製作しました。練習では、各メンバーが意見を

言い合い、ケンカになりそうなくら真剣に練

習しました。式典当日が迫ってくると、深夜ま

で打ち合わせをし、準備をしました。それくら

い各メンバーが一生懸命この演劇に取り組ん

だ為、演劇の最後に盛大な拍手をいただいた

時の感動や達成感は忘れられません。こういっ

た感動や達成感を味わえるのは、吹田RACに

入ったからだと思いますし、本当に入って良

かったと感謝しています。
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2012～2013年度　理事・役員及委員会組織表
理　　　　　事
会　　　　　長 坂口　道倫
会長エレクト 石﨑　克弘
副　　会　　長 田中　慶一
直　前　会　長 阪本　勝彦
クラブ奉仕担当理事 荻田　倫也
職業奉仕担当理事 澁谷　清明
社会奉仕担当理事 橋本　芳信
国際奉仕担当理事 由上　時善
幹　　　　　事 阿部　吉秀

Ｓ　　Ａ　　Ａ 岡　　信行

第2660地区委員
・国際奉仕委員会　委員長 小林　　哲
・国際奉仕委員会 木田　昌宏
・財団人道的補助金委員会 長屋　　興

会　　　　　計 髙木久美子
副　　会　　計 島田　重樹

会　計　監　事 村井　正雄

第 一 副 幹 事 井伊圭一郎
第 二 副 幹 事 島田　重樹
副　Ｓ　Ａ　Ａ 勝　　　寛
副　Ｓ　Ａ　Ａ 新井　　清
副　Ｓ　Ａ　Ａ 鈴木　基弘
副　Ｓ　Ａ　Ａ 河邊　哲郎
副　Ｓ　Ａ　Ａ 尾家　　亮

委員会名 委員長 副委員長  　委　員
クラブ奉仕 荻田　倫也 大藤　辰弘
　出　　席 郷上　　勲 矢倉　昌子
　クラブ会報 右松　　強 澤井　正寛 𠮷田　一雄 青木　建雄
　（雑誌・広報）  
　親睦活動 榎原　一滋 島田　重樹 元田　弘之 杦本日出夫 西村　元秀
   矢倉　昌子 
　会員増強 阪本　勝彦 瀧川　紀征
　（会員選考・職業分類）
　プログラム 井伊圭一郎 家村　武志
　記録（IT含む） 伊藤　泰充 杦本日出夫 水間　正一
　研修情報・規定 仲辻　　章 小川　　勉
　音　　楽 木田　昌宏 西村　元秀
職業奉仕 澁谷　清明 青木　建雄 杦本日出夫
社会奉仕 橋本　芳信 橋本　徹也 本田　智敎 木田　昌宏
（環境保全）
　青少年 永田　昌範 梶山　高志 阪本　勝彦
　交通問題特別 𠮷田　一雄 毛利征一郎
国際奉仕 由上　時善 長屋　　興 小林　　哲 木田　昌宏
　ロータリー財団 清水　大吾 紙谷　幸弘 大藤　辰弘 橋本　徹也
　米山記念奨学会 田中　孝男 元田　弘之 村井　正雄 宮川藤一郎
　世界社会奉仕 本田　智敎 西村　元秀 榎原　一滋
　青少年交換 中堀　和英 瀧川　紀征 仲辻　　章


