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卓話 「新年度理事挨拶」　 クラブ奉仕　荻田理事
     職業奉仕　渋谷理事
     社会奉仕　橋本（芳）理事
Weekly No. 1463は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1464は西村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 阪本会長

先週内容

次週 第1464回 例会予告　平成24年7月9日

Weekly No.1463／ 平成24年7月2日

卓話 「新年度挨拶」 坂口会長
  田中（慶）副会長
  岡SAA
 「今年度主要行事予定」　阿部幹事
今週の歌「君が代」「奉仕の理想」

第1463回例会　平成24年7月2日

出席報告
●会　員　数 49名 ●来　　　　客 1名
●出席会員数 39名 ●本日の出席率 88.64％
●6月4日の出席率（メーキャップを含む） 100％

紙谷幹事幹事報告

　本日は卓話がございますので、後ほどご挨拶
させて頂きます。

◦米山奨学事業への寄付に対し、鈴木会員に米
山功労者の感謝状が届きましたので表彰致しま
す。（欠席の為、次週表彰）
◦5月28日の理事会にて、右松会員の退会が承認
されております。本日最後の例会出席となります。
◦最後に、阪本会長のもと、１年間幹事という大役
を務めさせていただきましたが、諸先輩方、会員
のフォローをいただきながら無事終えることができ
ました。１年間ありがとうございました。 田中（慶）委員長ロータリー財団委員会

2012年7月のロータリーレートは、１ドル＝
80円と、本部より連絡がありましたのでお知らせ
致します。

澁谷委員長米山記念奨学会委員会
本日、由上会員、澁谷会員、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。 

                             吹田RAC  坂元 大輔 様バザー商品ご提供のお願い
今年度も7月28日㈯に開催されま

す「吹田まつり前夜祭（江坂会場）」
におきまして、バザーを出店させて
いただくことになりました。つきまし
ては、ロータリーの皆様にバザーの
商品をご提供いただきたく、ご協力
の程よろしくお願い致します。

回収日 ： 7月2日㈪　17:45空RC例会場にて
　　　　      9日㈪　17:45空RC例会場にて

𠮷田委員長

ゲ　ス　ト 清水委員長
吹田ローターアクトクラブ　次年度会長　坂元 大輔 様

会員
 昭和 12 年 7 月 4 日 水間会員
 昭和 30 年 ７ 月 6 日 西村会員 
 昭和 19 年 7 月 18 日 石﨑会員
 昭和 22 年 7 月 22 日 小林会員
 昭和 20 年 12 月 31 日 家村会員
         以上5名
会員夫人
    7 月 1 日 橋本（芳）会員夫人
    7 月 12 日 井伊会員夫人
    7 月 17 日 阿部会員夫人
    7 月 22 日 本田会員夫人
    7 月 27 日 尾家会員夫人
         以上5名

誕生御祝－７月

右松会員　退会のごあいさつ
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◆右松会員
12年間皆様に、ご指導ご支援、誠にあり
がとうございました。これからも四つのテ
ストを忘れる事なく頑張っていきます。
◆阪本会長
１年間ご指導ご協力有難うございます。
◆家村会員
阪本会長、紙谷幹事、他、理事、役員の皆
様、１年間本当にご苦労さまでした。
◆石﨑会員
大藤会員、何かとお世話になりました。
今年一年、例会進行にご協力いただきあ
りがとうございました。
◆紙谷会員
１年間有難うございました。無事幹事の
務め終えれそうです。
◆清水会員
阪本会長、紙谷幹事、お疲れ様でした。ま
た一年間親睦活動にご協力たまわり、本
当にありがとうございました。
◆小川会員
阪本会長、紙谷幹事、１年間おつかれさ
までした。
◆澁谷会員
阪本会長、紙谷幹事、おつかれ様でした。
◆榎原会員
阪本会長、１年間ご苦労様でした。
◆瀧川会員
阪本会長、紙谷幹事、ご苦労様でした。名
コンビでした。
◆井伊会員
本年度、会長、幹事他、役員の方、ご苦労
様でした。
◆宮川会員
阪本会長、紙谷幹事様はじめ、理事役員
の皆様、ご苦労様でした。
◆橋本（徹）会員
一年間ありがとうございました。
◆髙木会員
会長様、一年間ごくろうさまでした。
◆仲辻会員
阪本会長はじめ役員の皆様方、１年間ご
苦労さまでした。
◆河邊会員
役員の皆様お疲れ様でした。
◆阿部会員
今年度、会長、幹事、役員の皆様ご苦労
様でした。
◆田中（孝）会員
阪本会長はじめ、執行部の皆様、一年間
おつかれさまでした。
◆島田会員
一年間、ニコニコにご協力いただき、あり
がとうございました。
◆尾家会員
阪本会長１年間お疲れ様でした。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 71,000円
 累計のニコニコ箱 1,300,000円

ニコニコ箱 勝副SAA

卓　　話卓　　話

今年度RI方針
　「心の中を見つめよう　博愛を広げるために」
　　　　　　インド　カルヤン・バネルジー氏
RI2660地区方針
　「見直しをすすめ　新たな第一歩を」
　　　　　　　　　　　ガバナー　岡部泰鑑

阪本会長「一年間の総括」

を基本に、当クラブは「ロータリーの理念と精神
の追及」をテーマとしました。
　ロータリーの活動は、一人の人間として社会の
為、人の為に奉仕しようとする目的をもった団体
です。他人に対する思いやりと、尽くすことによっ
て社会の平和、安定を築き、信頼と友情が生ま
れ、博愛の心をもってすれば他人からも永く愛さ
れるのです。
当クラブは1980年の創立以来、会員の信頼、友
情は厚く、互いに助けあった結果が４大奉仕活
動に生かされています。
◦明るく楽しい、充実したクラブ奉仕活動。
◦地域との係わり被災地への支援活動を重点と
した社会奉仕。
◦職業を通じて出前授業を主として活動してい
ただいた職業奉仕。
◦友情に結ばれた絆を大切に、特に本年は主と
して被災地への奉仕活動をしていただいた国
際奉仕。
４大奉仕の皆様が懸命に活動して下さいまし
た。詳しい事柄については11日の卓話で報告い
ただきました。

　さて、昨年3月11日に発生した、歴史上かつて
ない自然災害「東日本大震災」の支援に、直ちに
活動をしました。会員の皆様からは、義援金をし
ていただき、8月には陸前高田市に現地視察に訪
問して、現状を具に見て下さいました。
　結果、仮設住宅で生活しておられる人の井戸
水が悪臭と異味で飲料水として使えない。そこ
で、盛岡西RC、陸前高田RCと私共のクラブの3ク
ラブで400世帯に浄水器を送りました。
　今年4月には、岩手県岩泉町に、児童、生徒に
対する移動バスの購入に、東京山の手RC、台北
西区RC、盛岡西RC、吹田西RCとで協力しました。
現地ではマスコミ報道もされています。
　陸前高田市からお礼状、岩泉町長からは感謝
状を下さいました。

　震災の心構えとして、今年は防災グッズ、ハン
ドブックをお配りしました。
 ３度の移動例会を、違った雰囲気で計画して頂
きました。親睦委員会、SAAのお世話に感謝致し
ます。
　地区補助金の活用、ポリオへの支援、財団へ
の全員の寄付、米山奨学会、クリーンデー、献血、
出席率100％、会員増強、ニコニコへの協力、
ノーマイカーデー、ゴルフ対抗戦での勝利等、ほ
ぼ目標に近づきました。皆様のご協力に感謝い
たします。

　浅学な私が、迷い迷いながらもどうにか１年
間を全うすることが出来ましたのは、会員皆様の
ご支援、ご協力のお陰です。同時に、理事の惜し
みないお力添えの賜物です。
　私には大変な１年ではありましたが、勉強も
し、多くの会合への出席など充実した年でもあり
ました。この経験を今後に生かして行きたく思い
ます。


