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つのテスト

●真実かどうか

第1470回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

平成24年9月10日

卓話「秋の移動家族例会」 於 松竹座
今週の歌「四つのテスト」

先週内容
会長挨拶

坂口会長

今の医学のトレンドの一つは腹腔鏡手術で
す。今や外科手術の多くが腹腔鏡下に行われ
るようになりました。出血量も少なく、小さな
創で安全な手術へと医学は進歩しています。
もう一つの流行は、アンチエージングです。若
返りです。皮膚科、美容外科から始まり、内科
（内からの若返り）や、精神的な老化をおさえる、
つまり認知症予防の医学も進歩しています。
整形外科では、筋肉の若返りです。筋肉のねじ
れをトレーニングに使っています。ロータリー
クラブの私達も、若返りを考えていきましょう。

●シバァシャンカール氏のスピーチ（直訳松尾様）

吹田西ロータリークラブの皆様
今日はお招きに預かり有難う御座います。
私は、インドのマドラスセントラルロータ

リークラブから来ました、Sivashankarと申し
ま す。イ ン ド の マ ド ラ ス セ ン ト ラ ルRCは、
1981年11月1日 に 発 足 致 し ま し て、翌 年 の
1982年1月29日に国際ロータリー憲章を取得
しました。
我々の国際ロータリー会長である、田中作
次氏は、今年のロータリーの標語に “奉仕を通
じて平和を” を選定致しました。
我がマドラスセントラルRCは、幾つかの大
型プロジェクトに的を絞り、その推進的役割
を果たしています。
⒈血液バンク：ロータリーの交付金を通し医
療機器の手配や、定期的にチェンナイにあ
る献血センターから、貧困者に無料にて血
液を与える支援をしています。
⒉我々は、チェンナイ近辺にある “ロータリー
マーガレットシドニー病院” と呼ばれる病院
を運営しています。この病院は、ベッド数
24で、近代的な手術室を持ち、医師や医療
従事者により全ての医療設備が管理され、
そして毎日ロータリークラブにより監視さ
れています。
⒊教育方面では、チェンナイ近くの村のロー
タリービベカナンダビジャラヤと呼ばれる
教育制度に協賛しています。ここでは教室、
図書館、コンピューターセンター用の建物
を建てたり、貧困な学生への奨学金の補助
や雇用の為の職業訓練を行っています。
⒋チェンナイから約700km離れた村に、地元
ロータリークラブと政府の要求により津波
被害復旧対策に参加し、孤児院、老人ホーム
や子供の為の学校建設の援助を行っていま
す。
我がクラブのP.T.プラバカール氏はロータ
リー年の2013〜2015年度の国際ロータリー
理事の候補者に推薦されています。
この会議に参加の労を取って頂いた弊社会
長の簑原十昂氏、社長の簑原寛秀氏並びに取
締役の松尾氏に感謝いたします。ご清聴有難
う御座いました。

新世代のための月間

次週 第1471回 例会予告

●みんなのためになるかどうか

平成24年9月24日

卓話

「クラブアッセンブリー 矢野克吉がバナー補佐訪問」
第2組ガバナー補佐 矢野 克吉 様
Weekly No. 1470は西村委員長が担当しました。
Weekly No. 1471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）
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幹事報告

交通問題特別委員会

阿部幹事

𠮷田委員長

秋の全国交通安全運動が9月21日より9月
30日まで実施されます。
交通安全運転の一環として

◦クラブ概況書が出来上がりましたのでお配りし
ました。
◦山岡会員の名簿シールが出来ましたので、お

めいわく駐車追放パトロール

配りしました。名簿の最後に貼っておいて下さ
い。

9月26日9:30より
江坂公園噴水前 集合

◦ロータリーの友9月号が届きましたのでお配り

実施いたします。

しました。
「ロータリーとは。」
「クラブの定款・
細則について」等が掲載されていますので、
ご一読下さい。

ロータリー財団委員会

清水委員長

本日、梶山パスト会長より、特別寄付を頂きま

◦次週は移動家族例会です。集合時間、場所等

した。ご協力ありがとうございました。

お間違いのなきようお願い致します。
◦地区大会のご案内が届きましたので回覧致し
ます。分科会・本会議も合わせてご記入下さい。

米山記念奨学会委員会 田中（孝）委員長
本日、梶山パスト会長より、特別寄付を頂きま

ゲ

ス

ト

した。ご協力ありがとうございました。

榎原委員長

第2組ガバナー補佐 茨木東RC 矢野 克吉 様
インド・マドラスセントラルRC シバァシャンカール 様
通

訳

松 尾

出席報告

福 王

様

野球同好会

郷上委員長

清水会員

第24回 2012-2013年度 第2660地区ガバ
ナー杯争奪軟式野球大会の組み合わせが
決まりました。

●会 員 数 48名 ●来
客
3名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 93.33％
●7月30日の出席率（メーキャップを含む） 100％

Aブロック（6チーム）
大阪平野RC、吹田RC、吹田西RC、大阪帝
塚山RC、大阪大手前RC、大阪中之島RC

誕生御祝−９月

Bブロック（7チーム）
八尾東RC、くずはRC、大阪城北RC、寝屋川
RC、大阪東淀ちゃやまちRC、八尾RC、大阪
うつぼRC
吹田西RC試合日程
日時

結婚御祝−９月

第一戦

９/30㈰

第二戦

10/７㈰

第三戦

10/21㈰

平成 13 年 9 月11 日

大藤会員ご夫妻

第四戦

10/28㈰

平成 5 年 9 月18 日

長屋会員ご夫妻

第五戦

11/18㈰

昭和 39 年 9 月27 日

尾家会員ご夫妻

決勝戦
11/25㈰
3位決定戦

以上3組
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Aブロック

試合開始
10:50
第2試合
9:50
第2試合
15:20
第5試合
8:00
第1試合
12:40
第3試合

場所・対戦相手
サントリー球場
大阪帝塚山RC
サントリー球場
大阪中之島RC
イトーキグラウンド
大阪大手前RC
ミキハウス球場
大阪平野RC
ミキハウス球場
吹田RC

ミキハウス球場

ニコニコ箱

卓

岡SAA

◆𠮷田会員
9月1日に吹田市南金田に、障害者共同
生活の介護ホーム、デイサービス、
ショー
トステイ、訪問看護施設、アール・ケアラ
イフ吹田を開所いたしました。
瀧川さん、阪本さん、ありがとうございま
した。

話

「吹田西RC創立の歴史」

瀧川パスト会長

◆坂口会長
矢野ガバナー補佐をお迎えして。
◆西村会員
第3四半期の決算が予定どおり出ました
ので。

我がクラブ、吹田西ロータリーは1980年6
月12日に仮クラブの創立総会を開き、翌日の
6月13日に国際ロータリーより正式加盟を承
認されました。
認証状伝達式は、1981年3月14日に大阪北
区の新阪急ホテルで、同じ年度に前後して創
立された、大阪港（現大阪リバーサイド）。
箕面中央（現箕面千里中央）と3クラブ合同で
開催し、認証状の伝達を受けました。
創立メンバー（チャーターメンバー）は34
名。当時の266地区として88番目のクラブと
して誕生いたしました。
認証状伝達式の時は、すでに37名に拡大さ
れました。

◆瀧川会員
𠮷田会員、デイケアセンターオープンお
めでとうございます。
◆木田会員
2回連続欠席しました。すみません。
◆宮川会員
坂口会長、講師会議ありがとうございま
した。
◆髙木会員
9月は予定がいっぱいです。健康に気を
つけて楽しく過ごしましょう。

＊どうして吹田西クラブが創立されたか？
時代は、日本経済の発展期で、江坂地区も
企業や店舗が増加し賑やかになり人口も増加
してきました。
創立20周年を迎えるスポンサークラブの吹
田RCも、メンバーが70名を超え、摂津RC、
吹田北RC（現千里）に続く3番目のクラブと
して新クラブの創立を計画し、この年度のRI
会長のロルフJ・クラリッヒ氏が組織の拡大を
提唱されていた事もあって具体化しました。

◆澁谷会員
久しぶりに上着を着ました。やっぱりあつ
いですね。
◆梶山会員
お久しぶりです。
◆榎原会員
来週、秋の移動例会です。みなさま遅れ
なきようお願い致します。

当時の266地区ガバナーの伊瀬芳吉氏の要
請もあって、吹田クラブの名張隆政氏を特別
代表とし、当時吹田クラブのメンバーであっ
た山出敬二氏が特別代表補佐となって、江坂
企業協議会や、後ほどメンバーとなった池田
銀行、大阪銀行、大和銀行の各支店長等の紹
介で会員候補者を集めました。

◆新井会員
うれしいことがありまして。
◆郷上会員
地区ボランティアグループが大槌町役場
の総務課長に絵手紙その他を直接手渡
しが出来ました。
──────────────────
本日のニコニコ箱
43,000円
累計のニコニコ箱
231,000円

キーメンバーとして駒井茂春氏、臼井一馬
氏、井上昌美氏、井上隆氏、西浦守氏を選
び、仮事務所として山出氏の好意で山出ビル
の一室を提供頂き、事務局員を採用いたしま
した。
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初代の会長として、大同生命の会長で大阪
北クラブに在籍されていた益邑健氏を伊瀬ガ
バナーや、大阪北クラブの好意で引き受けて
いただける運びとなり、事務所も大同生命本
社ビル（当時の）の一室を提供して頂き、順
調にスタートを切る事が出来ました。益邑会
長は仮クラブ年度と、次の年度と二期務めま
した。
例会場の選択は、多くの候補場所の中から
新大阪と東三国の中間にあるホテル「共済会
館新大阪」にさせていただきました。
例会日は金曜日の夜6時から7時とし、地区
内でも珍しい夜の例会といたしました。た
だ、クラブ事務所と例会場が離れているので
何かと苦労があり、幹事が大変だった思い出
があります。

10周年記念事業
豊津公園内に時計塔を建設寄贈
15周年記念事業
スリランカ 吹田西ロータリー村へ児童公園
寄贈（ビスワカラ、ロータリー村）
20周年記念事業
江坂東急ビル入り口に｛真実の口｝レプリカ
設置
25周年記念事業
ロータリー100周年記念として、吹田5クラブ
で、吹田市片山公園に桜の木を植樹
30周年記念事業
岡本太郎氏の作品であるモニュメント、通称
｛リオちゃん｝を豊津公園に修復し移設展
示。

当時はクラブのテリトリー（区域）は厳格
で同じ地区に新クラブの創立は認められな
かったのですが、吹田クラブの好意で同じ地
区を共有する2階建てとなりました。現在はこ
の規制も緩やかになり吹田市全域がテリト
リーになっています。

−クラブ俳句同好会−
兼題 ﹁残暑﹂﹁柿﹂及び当季雑詠
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久 美子

【今後の予定と兼題】
第三百五回句会 平成24年10月1日
兼題 「秋彼岸」「竹の春」当季雑詠

青空に雲の膨らむ残暑かな

あ きら

創立記念事業
吹田市立市民病院玄関先に時計塔を建設し寄
贈

車窓よりもぎとれそうに柿の里

ときよし

＊記念事業

﹁子規の庭﹂柿の古木の一樹あり み か よ

永久に続くと思ふ残暑かな

牛

山

1985年にスリランカを8名のメンバーが訪
問。
井上（昌美）会長、平塚幹事、山出、紙
谷、瀧川、小川、橋本（治）、楠本会員
江坂にスリランカ領事館が開設された事
で、吹田市とモラトワ市が、1982年に友好都
市締結をし、それが縁になって、スリランカ
コロンボセントラルRCとの交流が始まり、
1987年に姉妹クラブの締結をしました。

唐突に木魚の音の止み秋暑

1983年9月に事務局を東急インに移転、
1984年1月から例会場も東急インに代わり、
それ以来今日までお世話になっています。
年会費は創立時170000円でしたが2年目か
ら200000円となり、その後何度か変更さ
れ、270000円から現在の300000円となって
います。

第三百四回句会

※出句は5句

