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つのテスト

●真実かどうか

第1465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

平成24年7月23日

卓話「新年度理事挨拶」国際奉仕 由上理事
「前年度事業報告」
紙谷直前幹事
「前年度会計報告」
荻田直前会計
仲辻直前会計監事
「今年度予算案」
髙木会計
今週の歌「我等の生業」

先週内容
会長挨拶

皆出席25年表彰

坂口会長

幹事報告

名誉や社会的地位などRCのメンバーになった
メリットは多い。さらに、我々が判断に困ったと
きに学ぶRCの先輩の歴業や価値観や言動があ
ります。場合によっては後ろ姿を拝見しオーラを
間近で感じられるメリットもある。通常の例会出
席で得られるものではないので、RCのさまざま
な活動に積極的に参加して下さい。

米山マルチプルフェロー表彰

次週 第1466回 例会予告

小林会員

阿部幹事

◦会報用ファイルを水間会員よりいただきまし
たのでお配りしました。
◦本日例会前に臨時理事会を行いました。承認
事項を報告致します。
①勝会員、人事異動に伴う退会について承認
されました。
②勝会員の後任に山岡英次郎氏の入会（親
睦委員会・副SAA）が承認されました。
③瀬川会員の所属委員会について、親睦委員
会・副SAA・副会計と承認されました。
④秋の移動例会案について榎原親睦委員長
から説明があり、承認されました。
◦米山功労者、第７回マルチプル、鈴木会員に
表彰致しました。

鈴木会員
平成24年7月30日

ゲ

卓話 「同好会報告」 ゴルフ同好会
橋本（芳）会員
野球同好会
清水会員
カラオケ同好会 家村会員
グルメ同好会
伊藤会員
俳句同好会
小林会員
Weekly No. 1465は澤井副委員長が担当しました。
Weekly No. 1466は𠮷田委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

−1−

ス

ト

榎原委員長

尼 崎 西 R C

北野

伸尚 様

ゲスト入会

山岡 英次郎 様

出席報告

雑誌・広報委員会

矢倉副委員長

●会 員 数 48名 ●来
客
2名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 80.00％
●6月18日の出席率（メーキャップを含む） 100％

西村委員長

国際ロータリー第2660地区
第1回クラブ広報委員長会議報告
日時：7月7日（土）14:00 〜 16:30
場所：大阪科学技術センター

地区国際奉仕委員会

小林委員長

高島ガバナーより、今年度は “公共イメージと

今年度の国際大会はポルトガルのリスボンで

認知度の向上” がテーマであり、RI広報補助

2013年6月23日（日）〜 26日（水）の間、開催

金も計画しているとの話がありました。

されます。大会参加のための詳細情報が入って
いませんので、判明次第皆さんにお知らせします。
尚、私は今年度の「リスボン国際大会」の地

林委員長より、8月6日から4週間、JR大阪駅
東口で電子広告を出すので、各クラブからの
奉仕活動の写真を募集するとの話がありまし

区推進委員長に任命されましたので、宜しくお

た。また、産経新聞のホームページ “2660通

願いします。

信” に、もっと各クラブの情報を出してほしい
との要望がありました。

社会奉仕委員会

昨年7月18日にテレビ大阪で放映されたポリ

橋本（芳）委員長

オ撲滅は現在YouTubeで公開中です。

親睦活動委員会

榎原委員長

秋の移動家族例会
六代目 中村勘九郎襲名披露
九月大歌舞伎を楽しむ家族例会

日時：9月10日（月）
受付PM3:15 〜

開演PM4:15 〜

場所：大阪松竹座

7月8日㈰、豊津西地区青少年対策委員会主
催のクリーン・エサカに、阿部幹事、澁谷、榎原、
橋本（芳）各会員で参加しました。

大阪市中央区道頓堀1-9-19
地下鉄御堂筋線「なんば」14号出口
徒歩約1分

暑い中、啓発パレードにも参加していただき
ありがとうございました。

会費：会員￥18,000

ご家族￥15,000

九月大歌舞伎観覧＋幕の内弁当

ロータリー財団委員会

＋ビールまたはジュース

清水委員長

内容：六代目中村勘九郎襲名披露公演なので

本日、鈴木会員、瀧川会員、坂口会員、石﨑

かなり豪華な顔ぶれになると思われます

会員、阪本会員より、特別寄付を頂きました。ご

ので一見の価値ありです。
（現時点では

協力ありがとうございました。

米山記念奨学会委員会

出演者は未定）
宮川委員

7月23日までに出欠をお願いいたします。
（前の

本日、石﨑会員、鈴木会員より、特別寄付を

真ん中の席を用意したいので早めの予約になり

頂きました。ご協力ありがとうございました。

ます。）
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退会のごあいさつ

勝会員

卓

話

「新年度理事挨拶」

クラブ奉仕

荻田理事

今年度、クラブ奉仕の理事を拝命しました荻
田です。
クラブ奉仕の理事として微力ながら、坂口会
長方針にのっとり、充実したクラブ活動ができる
よう配慮していきたいと存じます。
クラブ奉仕には次の委員会があり、委員長、

7月1日付にて、
「博多エクセルホテル東急」へ
異動することになりました。1日でも吹田西ロー
タリークラブの会員として過ごしたいと考えてお
りましたが、残念ながら、時間が尽きてしまいま
した。
4年間の長きに渡り、お世話になり、誠にあり
がとうございました。

ニコニコ箱

副委員長は次の会員の方々です。
出席委員会…郷上委員長・矢倉副委員長
クラブ会報委員会…西村委員長・澤井副委員長
親睦活動委員会…榎原委員長・島田副委員長
会員増強委員会…阪本委員長・瀧川副委員長
プログラム委員会…井伊委員長・家村副委員長
記録委員会…伊藤委員長・杦本副委員長

岡SAA

◆鈴木会員
坂口会長、理事役員の皆様、
ご苦労様で
すが、
よろしくお願いします。
岡会員、大変お世話になりました。感謝。
360ヤードのミドルホールでイーグルが
出ました。
◆岡会員
今年度SAAです。
よろしくお願い致します。
勝さん、色々お世話になりました。
◆小林会員
先週の坂口丸の船出に間に合いません
でした…。
◆宮川会員
福島千里君が女子100m、200m、女子
400mリレーでロンドンオリンピック出場
が決まりました。応援をよろしくお願いし
ます。
◆石﨑会員
誕生日祝のお礼。
◆井伊会員
家内の誕生日のお祝い、ありがとうござ
いました。
◆水間会員
誕生祝ありがとうございました。
◆荻田会員
本日、卓話よろしくお願いします。
──────────────────
本日のニコニコ箱
30,000円
累計のニコニコ箱
101,000円
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研修情報委員会…仲辻委員長・小川委員長
音楽委員会…木田委員長・西村副委員長
委員会個々の活動については、各委員長、
副委員長また委員の皆さまによろしくお願い
申し上げます。
クラブ奉仕担当として、楽しい例会を目指して
いきたいと存じます。その一つとして、例会での
食事について、会場である東急インさんにお願
いしてまいりました。それは、より身体になじむ、
美味しい食事の提供です。
カレーの日、オムライス、かつ丼、うどんの日
があってもいいのではないかというものです。も
ちろん、カレーの単価は通常の例会の洋食、和
食などより安いものになります。その安くなった
分を他の例会の食材に回して、高い食材を使っ
てもらうというものです。美味しいカレー、美味
しいかつ丼を提供していただく予定です。
また、洋食は2回に1回はごはんとなります。
さらに、パンについては、2階のレストランで
提供されているパンにしてもらいます。会長方針
でもありますが、毎月の最終例会はシャングリラ
です。この日は、昨年に引き続きノーマイカー
デーとします。例会費節約のためでもあり、ご不
便をおかけしますが、会員の皆様、ご協力よろ
しくお願いします。

「新年度理事挨拶」

職業奉仕

２、地域社会で行われる青少年活動への協

澁谷理事

力と助成。

今年度の職業奉仕委員会担当…青木会員、杦本会員

３、ライラ、ニコニコキャンプの参加。

今年度の委員会活動は

４、ローターアクトクラブとの連携協力。

出前授業の実施
人工衛星「まいど１号」宇宙へ
講師

交通問題特別委員会は𠮷田委員長、毛利副

杦本会員

豊津第二小学校

2学期確定

豊津西中学校

2学期確定

江坂大池小学校

2学期予定

委員長で、「最近の無謀運転の多発・経済優先
で人命軽視のバス事故などに加担しないように
啓発する。」を方針で取り組みます。
１、無事故・無違反チャレンジコンテストに
全員参加。

「新年度理事挨拶」

２、春秋の全国交通安全運動への参加。
社会奉仕

橋本（芳）理事
以上をもちまして、１年間取り組んでいきま

坂 口 会 長 の「Power up, Level up, Step up」

すので宜しくお願いします。

の方針のもと、社会奉仕委員会は橋本（徹）副
委員長、本田委員、木田委員と歴代社会奉仕委
員長と共に頑張らせていただきます。
社会奉仕委員会の方針は「今後も地域の奉仕

−クラブ俳句同好会−

活動を推進する為、引き続き東日本大震災への

社会奉仕活動として「毎月１日のクリーンデー」
活動、献血活動への支援など、地域に貢献でき

あき ら

今年度は震災復興支援の継続、及び地域の

片言で金魚のあぶく数へをり

のケアなどの支援が残っていくと思われます。

久美 子

物的支援が終わったからと言っても、まだまだ心

出目金の目より大きく目見張る

す。まだまだ復興には時間がかかると思います。

みか よ

リークラブと連携をとりながら進めたいと思いま

鋭角に動く金魚を見て飽きず

ぎ、現地のニーズに合った支援を、現地ロータ

山

木田前社会奉仕委員長の東北支援を受け継

雲厚き夜の星合いの話かな

災復興支援に邁進いたします。

る社会奉仕活動を進めていきたいと思います。
色々とお願い事ばかりかも知れませんが、皆様
のお力添えが必要ですので宜しくお願いします。

牛

青少年委員会は永田委員長、梶山副委員長、
阪本委員で、
「次世代を担う真のリーター、自己
確立と自他共楽のできる青少年の育成を図る。」
を方針で取り組みます。
１、次世代リーダーの育成と教育。
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【今後の予定と兼題】
第三百三回句会 平成24年7月23日
兼題 「ハンカチ」 「蝉」当季雑詠

兼題 ﹁七夕﹂﹁金魚﹂及び当季雑詠

第三百二回句会

社会奉仕活動を進める。」に基づき、今年度も震

※出句は5句

