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卓話 「お盆ってなあに」　本田会員
Weekly No. 1466は𠮷田委員が担当しました。
Weekly No. 1467は青木委員が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 坂口会長

先週内容

次週 第1467回 例会予告　平成24年8月4日

Weekly No.1466／ 平成24年7月30日

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
今週の歌「R-O-T-A-R-Y」

第1466回例会　平成24年7月30日

出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　　客 0名
●出席会員数 37名 ●本日の出席率 86.04％
●6月25日の出席率（メーキャップを含む） 100％

阿部幹事幹事報告

本日は、「夏ばて」についてお話します。人
間の体を司るのは自律神経です。自律神経は、
呼吸・消化・循環・代謝など、体の様々な働
きを調節しています。調節のメカニズムは交
感神経と副交感神経でバランスをとっている
ことです。
「夏ばて」の原因の一つに、「自律神経」のバ
ランスの乱れが関係しています。夏には、屋内
ではクーラーで体温の放出を防ぐために血管
は収縮し（交感神経）、屋外では体内の熱を放
出するために血管は拡張します（副交感神経）。
最近は、気温の変動が激しいために、その切
り替えが不調となり、自律神経が失調します。
それに対処するため、自律神経にやさしくする、
つまりサポートすることを心掛けましょう。
具体的には、寝る、食べる、遊ぶ、仕事をする、
のバランスの良さにより自律神経は整います。

◦本年度会員名簿が出来上がりましたので
メールボックスにお配りしました。

◦当吹田西RC事務局のありますビル名変更の
お知らせ。8月1日より、「江坂東急ビル」は
TOKYU PLAZA ESAKA（東急プラザ江坂）と

変更になります。

◦ビジターフィー変更のお知らせ
　大阪イブニングRC
　7月5日（木）より、ビジターフィー 3,000円

◦例会場変更のお知らせ
　大阪ネクストRC
　7月4日（水）より会場は通年
　中央電気倶楽部  会議室「101」19:30～20:30
　ビジターフィー 1,000円（食事なし）

◦新宮RCより「紀伊半島大水害」復興イベント、
第1回新宮・那智勝浦 天空ハーフマラソン
大会のご案内が届きました。回覧致します

ので、参加の方はお申し込みください。

◦クラブ例会場・事務局の建物名称変更のお
知らせです。
　・守口RC
　・守口イブニングRC
　8月1日より、「守口ロイヤルパインズホテ
ル」は「ホテル・アゴーラ大阪 守口」と変更

郷上委員長

　阪本会長の「ロータリーの理念と精神の追
及」というスローガンのもと、各理事・役員・
各委員長の皆様には、会長方針に添ってご努
力戴き、また会員の皆様のご協力により１年
間終えることができました。

地区協議会
2011年４月28日 大阪国際会議場
   出席12名
地区大会
2011年11月11日 シエラトン都ホテル
2011年11月12日 NHK大阪ホール
   出席33名
IM
2012年４月14日 阪急エキスポパーク
   出席28名

クラブ奉仕（青木理事）
•出席委員会（𠮷田委員長）
100%出席の目標達成
•プログラム委員会（本田委員長）
会員による10分間卓話を増やすことにより
３万円のコストダウン
•会報委員会（榎原委員長）
読みやすく見やすい会報に心懸けていただ
き、会報作成予算から10万円のコストダウ
ンをしていただきました。
•増強委員会（村井委員長）
会員数48名スタート　47名
•親睦活動委員会（清水委員長）
秋の移動家族例会…10月3日
　神戸北野外国人倶楽部
　～神戸を楽しむ家族例会～
　　　　　杦本会員の生演奏
クリスマス家族例会…12月19日
　万博迎賓館
　～家族にすてきなクリスマスを～
春の移動家族例会…4月2日
　北野歌舞練場
　～北野をどりと春の京都を満喫～
「三都物語の完結」

職業奉仕委員会（大藤理事）
•出前授業
11月28日　豊津第一小学校
 1 月19日　江坂大池小学校
杦本会員による「まいど1号」の講演
水間会員より会員用としてパンフレット70
冊の寄付をいただく

社会奉仕委員会（木田理事）
•7月10日　クリーン・エサカ出席
•クリーンデー実施（9回）・献血活動（2回）
•東日本大震災視察 
8月2日～4日  11名で視察
•「被災地児童に移動バスの提供事業」贈呈式
4月22日～23日6名参加

国際奉仕委員会（橋本徹也理事）
•ロータリー財団委員会（田中慶一委員長）
目標一人130ドル　目標達成
RI会長賞受賞
ポリオ撲滅寄付（クラブ負担）
•米山記念奨学会委員会（澁谷委員長）
目標一人2万円（年間合計83万円）
米山奨学生　楊煜凱君（ヨウイクカイ）4月
より受け入れ
•ナコンパノムRC　20周年記念式典
小林・木田・榎原会員の3名出席
•GSEスリランカチーム団員のシャマリさん
11月14日より1週間、瀧川会員がホストファ
ミリーとして受け入れ
•炉辺談話
7月29日（クラブ奉仕）・9月16日（国際奉仕）・
11月16日（職業奉仕）・2月17日（社会奉仕）
11月16日炉辺ではGSE団員のシャマリさん
の送別会を兼ねておこないました。

その他
•ニコニコ寄付　1,300,000円　達成
•ノーマイカーデーの実施
1月16日・2月20日・3月26日
5月28日・6月25日
うち2回をシャングリラにて例会開催
約20万円の経費節減（例会費含む）
食事されない方が多かった・欠席の連絡が
マシになった。
当日12時までには連絡いただくよう引き続
きお願いします。
•８月8日サマーバイキング例会
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◆杦本会員
大日電子の雷センサが、7月21日（土）こ
うのとり3号で、国際宇宙ステーションに
無事打ち上げられました。来月星出さん
が取付けてくれます。

◆鈴木会員
尾家会員の推薦で茨木CCに入会出来ま
した。感謝。これからゴルフを頑張るぞ‼

◆尾家会員
坂口会長、阿部幹事、各理事の皆さん、1
年間よろしくお願いします。

◆河邊会員
ホームクラブ欠席お詫び致します。

ニコニコ箱 鈴木副SAA

大藤委員ロータリー財団委員会
本日、岡会員、河邊会員、髙木会員、家村会員、
本田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。

榎原委員長親睦活動委員会
秋の移動家族例会の「九月大歌舞伎」のちら
しが届きましたので、ポストに配布しました。
来週30日が出席の最終締め切りになります
ので、ぜひ多くのご参加をお待ちしております。

橋本（芳）委員長社会奉仕委員会

作業用長靴配布プロジェクトに、支援金の
協力をさせていただきました。全体予算が840
万円の大きなプロジェクトということで協力
依頼があり、吹田西ロータリークラブとして
は20万円を協力させていただきました。これ
で地区からの返還金70万円を使い切る事がで
きました。

内訳は、
東日本大震災復興基金 2,100,000円
紫竹RC        （京都） 1,262,300円
D2520地区（宮城・岩手） 3,000,000円
D2650地区（福井・滋賀・京都・奈良）
 937,700円
D2840地区（群馬） 300,000円
吹田西RC　 （大阪北部） 200,000円
D2660地区（　 〃 　 ） 600,000円

主幹の角田ロータリークラブより感謝状を
いただきました。

田中（孝）委員長米山記念奨学会委員会
本日、家村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。

○姓　　名　…　山岡 英次郎

新入会員紹介

　阪本会長の「ロータリーの理念と精神の追
及」というスローガンのもと、各理事・役員・
各委員長の皆様には、会長方針に添ってご努
力戴き、また会員の皆様のご協力により１年
間終えることができました。
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2011年11月11日 シエラトン都ホテル
2011年11月12日 NHK大阪ホール
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IM
2012年４月14日 阪急エキスポパーク
   出席28名
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•出席委員会（𠮷田委員長）
100%出席の目標達成
•プログラム委員会（本田委員長）
会員による10分間卓話を増やすことにより
３万円のコストダウン
•会報委員会（榎原委員長）
読みやすく見やすい会報に心懸けていただ
き、会報作成予算から10万円のコストダウ
ンをしていただきました。
•増強委員会（村井委員長）
会員数48名スタート　47名
•親睦活動委員会（清水委員長）
秋の移動家族例会…10月3日
　神戸北野外国人倶楽部
　～神戸を楽しむ家族例会～
　　　　　杦本会員の生演奏
クリスマス家族例会…12月19日
　万博迎賓館
　～家族にすてきなクリスマスを～
春の移動家族例会…4月2日
　北野歌舞練場
　～北野をどりと春の京都を満喫～
「三都物語の完結」

職業奉仕委員会（大藤理事）
•出前授業
11月28日　豊津第一小学校
 1 月19日　江坂大池小学校
杦本会員による「まいど1号」の講演
水間会員より会員用としてパンフレット70
冊の寄付をいただく

社会奉仕委員会（木田理事）
•7月10日　クリーン・エサカ出席
•クリーンデー実施（9回）・献血活動（2回）
•東日本大震災視察 
8月2日～4日  11名で視察
•「被災地児童に移動バスの提供事業」贈呈式
4月22日～23日6名参加

国際奉仕委員会（橋本徹也理事）
•ロータリー財団委員会（田中慶一委員長）
目標一人130ドル　目標達成
RI会長賞受賞
ポリオ撲滅寄付（クラブ負担）
•米山記念奨学会委員会（澁谷委員長）
目標一人2万円（年間合計83万円）
米山奨学生　楊煜凱君（ヨウイクカイ）4月
より受け入れ
•ナコンパノムRC　20周年記念式典
小林・木田・榎原会員の3名出席
•GSEスリランカチーム団員のシャマリさん
11月14日より1週間、瀧川会員がホストファ
ミリーとして受け入れ
•炉辺談話
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その他
•ニコニコ寄付　1,300,000円　達成
•ノーマイカーデーの実施
1月16日・2月20日・3月26日
5月28日・6月25日
うち2回をシャングリラにて例会開催
約20万円の経費節減（例会費含む）
食事されない方が多かった・欠席の連絡が
マシになった。
当日12時までには連絡いただくよう引き続
きお願いします。
•８月8日サマーバイキング例会

◆本田会員
昨日、奥様の？回目の誕生日、2人でお祝
しました。

◆阪本会員
昨日、孫が近畿詩吟大会で入賞しました。

◆郷上会員
お暑うございます。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 45,000円
 累計のニコニコ箱 146,000円
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卓　　話卓　　話
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今期は50名の会員を目標に収支予算書を作
成しています。支出に関しては、できるだけ前
期の決算書を参考に無駄を少なく、必要な経
費は予算に積極的に入れました。ニコニコに
関しては年間180万円を実現させたく、皆様方
のご協力よろしくお願い申し上げます。

髙木会計「今年度予算案」

前年度会計報告をさせていただきます。決
算書をお配りしており、決算の内容については、
そちらをご参照下さい。おかげ様で黒字決算
となりました。
会計監事、仲辻会員が本日欠席ですので、監
査報告を代読させていただきます。

監査報告

事務局にて証票及び諸帳簿を監査致し
ましたところ、全て適正にして且つ正確
であることを確認いたしました。

平成24年7月20日　
会計監事　仲辻　章

荻田直前会計「前年度会計報告」

　阪本会長の「ロータリーの理念と精神の追
及」というスローガンのもと、各理事・役員・
各委員長の皆様には、会長方針に添ってご努
力戴き、また会員の皆様のご協力により１年
間終えることができました。

地区協議会
2011年４月28日 大阪国際会議場
   出席12名
地区大会
2011年11月11日 シエラトン都ホテル
2011年11月12日 NHK大阪ホール
   出席33名
IM
2012年４月14日 阪急エキスポパーク
   出席28名

クラブ奉仕（青木理事）
•出席委員会（𠮷田委員長）
100%出席の目標達成
•プログラム委員会（本田委員長）
会員による10分間卓話を増やすことにより
３万円のコストダウン
•会報委員会（榎原委員長）
読みやすく見やすい会報に心懸けていただ
き、会報作成予算から10万円のコストダウ
ンをしていただきました。
•増強委員会（村井委員長）
会員数48名スタート　47名
•親睦活動委員会（清水委員長）
秋の移動家族例会…10月3日
　神戸北野外国人倶楽部
　～神戸を楽しむ家族例会～
　　　　　杦本会員の生演奏
クリスマス家族例会…12月19日
　万博迎賓館
　～家族にすてきなクリスマスを～
春の移動家族例会…4月2日
　北野歌舞練場
　～北野をどりと春の京都を満喫～
「三都物語の完結」

職業奉仕委員会（大藤理事）
•出前授業
11月28日　豊津第一小学校
 1 月19日　江坂大池小学校
杦本会員による「まいど1号」の講演
水間会員より会員用としてパンフレット70
冊の寄付をいただく

社会奉仕委員会（木田理事）
•7月10日　クリーン・エサカ出席
•クリーンデー実施（9回）・献血活動（2回）
•東日本大震災視察 
8月2日～4日  11名で視察
•「被災地児童に移動バスの提供事業」贈呈式
4月22日～23日6名参加

国際奉仕委員会（橋本徹也理事）
•ロータリー財団委員会（田中慶一委員長）
目標一人130ドル　目標達成
RI会長賞受賞
ポリオ撲滅寄付（クラブ負担）
•米山記念奨学会委員会（澁谷委員長）
目標一人2万円（年間合計83万円）
米山奨学生　楊煜凱君（ヨウイクカイ）4月
より受け入れ
•ナコンパノムRC　20周年記念式典
小林・木田・榎原会員の3名出席
•GSEスリランカチーム団員のシャマリさん
11月14日より1週間、瀧川会員がホストファ
ミリーとして受け入れ
•炉辺談話
7月29日（クラブ奉仕）・9月16日（国際奉仕）・
11月16日（職業奉仕）・2月17日（社会奉仕）
11月16日炉辺ではGSE団員のシャマリさん
の送別会を兼ねておこないました。

その他
•ニコニコ寄付　1,300,000円　達成
•ノーマイカーデーの実施
1月16日・2月20日・3月26日
5月28日・6月25日
うち2回をシャングリラにて例会開催
約20万円の経費節減（例会費含む）
食事されない方が多かった・欠席の連絡が
マシになった。
当日12時までには連絡いただくよう引き続
きお願いします。
•８月8日サマーバイキング例会


