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4

つのテスト

●真実かどうか

第1472回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

幹事報告

平成24年10月1日

●みんなのためになるかどうか

阿部幹事

卓話「国際ロータリー第2660地区
高島 凱夫ガバナー公式訪問」
ガバナー 高島 凱夫 様
今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」
第1470回 平成24年9月10日分

会長挨拶

坂口会長
◦来週祝日のため例会はありません。
◦9月24日はクラブ協議会です。終了後理事会
を行います。
◦9月7日、東急インにて、12RC会長幹事会が
行われました。

本日は、九月大歌舞伎を鑑賞し、楽しむ家族
例会です。親睦、SAAの皆様、御苦労さまです。
御家族の皆様、共に楽しみましょう。

米山奨学金授与

楊 煜凱 さん

米山月間

次週 第1473回 例会予告

平成24年10月8日

卓話 「国際奉仕 炉辺談話報告」 由上国際奉仕委員長
「米山月間について」
米山奨学会 田中（孝）委員長
Weekly No. 1471・1472は西村委員長が担当しました。
Weekly No. 1473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）

ゲ

ス

ト

米 山 奨 学 生
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榎原委員長
楊 煜 凱 様

出席報告

◆青木会員
本日の移動例会お世話になります。
◆井伊会員
移動例会楽しみにしています。
◆田中（孝）会員
本日の移動例会よろしくお願いします。
◆石﨑会員
家内共々楽しませて頂きます。
◆阿部会員
親睦、SAA、
ご苦労様です。
◆小川会員
松竹座での観劇会を楽しませていただきます。
◆荻田会員
本日は歌舞伎楽しみます。
◆阪本会員
歌舞伎公演たのしみです。
お世話になります。
◆梶山会員
幹事さん、親睦さん、御苦労さまです。
◆郷上会員
今日はお世話になります。
◆澁谷会員
今日は貴重な体験で楽しみにしてました。
◆紙谷会員
SAA、親睦委員の皆様、今日はありがとう
ございます。
◆尾家会員
家族例会楽しませていただきます。
◆清水会員
親睦、SAAのみなさまお疲れ様です。楽し
みます！
◆小林会員
家族例会楽しませていただきます。
◆河邊会員
移動例会、楽しいですね。
◆新井会員
楽しい移動例会ありがとうございました。
──────────────────
本日のニコニコ箱
66,591円
累計のニコニコ箱
297,591円

郷上委員長

●会 員 数 48名 ●来
客
23名
●出席会員数 39名 ●本日の出席率 92.86％
●8月6日の出席率（メーキャップを含む） 100％

ニコニコ箱

岡SAA

◆毛利会員
9月6日、会社創立45年目を迎えました。
感謝。
◆家村会員
親睦、SAA、本日の家族例会ごくろうさん
です。
◆坂口会長
榎原さん、親睦、SAAの皆様、
ありがとうご
ざいます。
◆鈴木会員
家族例会楽しませていただきます。
◆矢倉会員
本日の歌舞伎楽しみにしています。

秋の移動家族例会
9月10日㈪

於 松竹座
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社会奉仕委員会

第1471回 平成24年9月24日分

会長挨拶

坂口会長

本日は矢野ガバナー補佐をお迎えしてクラ
ブ協議会を、例会終了後に開催します。この協
議会の目的は、クラブの現況について話し合い、
又、地区方針とのすり合せをガバナー、ガバ
ナー補佐と行うことです。ロータリークラブ
は上意下達の国家組織や政党、業界団体では
ありません。私達会員の疑問や思いを率直に
ガバナー補佐お伺いしたいと思います。

幹事報告

阿部幹事
◦2011〜2012年度、IMの報告書が届きました
のでお配りします。
◦2011〜2012年度、最終のガバナー月信が届
きましたのでお配りします。年間出席率100%
は吹田西だけでした。
◦次週10月1日の例会は高島ガバナー公式訪問
日です。当日の予定表をお配りしました。写真
撮影のため、集合時間が17時30分となって
おります。お間違いのないようお願い致します。
◦ロータリーの友英語版、2012〜2013年度版
が発行されます。回覧致しますのでご希望の
方はお申し込み下さい。
◦例会の都合で遅くなりましたが、9月ご結婚記
念月の方は3組の方々です。会報No1470に
掲載してあります。おめでとうございます。記
念品は別途お送り致します。
◦例会場移転のお知らせ
池田RC 現在の池田商工会議所建て替えに
より、下記の通り移転となります。
H24年10月10日㈬〜
新例会場 マスミ荘
住
所 池田市満寿美町2-28
T E L 072-752-3355（転送TEL）

ゲ

ス

ト

瀬川委員

第2組ガバナー補佐

矢野 克吉 様

第2組ガバナー補佐エレクト

井上 義信 様

出席報告

荻田クラブ奉仕委員長
●会 員 数 48名 ●来
客
2名
●出席会員数 37名 ●本日の出席率 86.05％
●8月27日の出席率（メーキャップを含む） 100％

誕生御祝−１０月
会員
昭和 26 年 10 月11 日
昭和 37 年 10 月15 日
昭和 14 年 10 月23 日
会員夫人

10 月 6 日
10 月15 日
10 月18 日

坂口会員
伊藤会員
新井会員

以上3名

橋本（徹）会員夫人
河邊会員夫人
紙谷会員夫人
以上3名
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橋本（芳）委員長
10月1日は吹田西RC担当のクリーンデーで
す。7:30に東急イン前にて集合です。参加よろ
しくお願いします。

ロータリー財団委員会

清水委員長

2012年10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。
ロータリー財団の奨学生募集の案内が届いて
おりますので、ご希望の方は事務局へご連絡下
さい。申請締切は10月31日㈬に最寄のロータ
リークラブ必着となっております。

野球同好会

清水会員

第24回2660地区ガバナー杯争奪軟式野
球大会が始まります。急遽2チームが辞退さ
れたので、組合せ・日程が変更になりまし
たので、本日皆様のボックスに変更最新版
の組合せ表を配付させて頂きました。今週
日曜日に開幕し第一戦目を戦います。皆様
ご声援の程宜しくお願い致します。
第一戦
日時：9月30日㈰第2試合10:50試合開始
場所：サントリー球場
相手：大阪帝塚山RC

ニコニコ箱

山岡副SAA

◆坂口会長
ガバナー補佐をお迎えして。
◆木田会員
歌舞伎たのしかったです。榎原委員長ご
くろう様でした。
◆本田会員
お彼岸のぼた餅、月見の団子、美味しく
戴きましょう。戴きます。
◆宮川会員
矢野ガバナー補佐ご苦労様です。
ご指導
をよろしくお願いします。
◆瀧川会員
矢野ガバナー補佐、井上ガバナー補佐エ
レクト、
たいへんご苦労さまです。
◆大藤会員
母が入院して欠席が重なったこと申し訳
ございません。やっと退院でき、ほっとし
ております。
◆阪本会員
矢野ガバナー補佐、井上エレクトをお迎
えして。
◆榎原会員
秋の移動家族例会、無事終了しました。
次回クリスマス、がんばります。

◆澤井会員
誕生日の御祝い有難う御座居ました。
◆小林会員
矢野ガバナー補佐、本日はよろしくお願
いします。
──────────────────
本日のニコニコ箱
29,000円
累計のニコニコ箱
326,591円

卓

話

「クラブ協議会

ガバナーへの質問と要望」

ロータリーが求める「職業奉仕」とは何？ に
ついて考えるような場を企画できないかな、
と思案しております。そんな思いの中で発言
させて頂きたいと思います。
「職業奉仕」は五大奉仕のひとつであり、ロー
タリー精神の基本とも言われていますけれど
も、肝心のこのロータリアンにとっての「職業
奉仕」とは、どういうことなのか、について三
者三様の捉え方があり、私自身もこれまでは、
きっちりとした考え方の整理が出来て無かっ
た、というのが本心です。9/8とその前に行わ
れた地区の職業奉仕委員長会議に出席して初
めて何となく分かった、というのが実情です。
そこで、このロータリーの原点であり精神
の基本とも言われる「職業奉仕」についての、
矢野ガバナー補佐、及び高島ガバナーの考え
方をお聞かせ願えれば幸いと考え発言させて
頂きました。
宜しくお願い致します。以上です。
社会奉仕担当

矢野ガバナー補佐 と 井上ガバナー補佐エレクト

クラブ奉仕担当

荻田理事

ロータリークラブで様々なイベントがあり
ます。このイベントの一つとして、ライラがあ
ります。ライラについては、当クラブでは、登
録費は払うものの参加者は少数です。ライラ
の青少年育成のための指導者育成という理念
は素晴らしいものと考えます。当クラブでも、
青少年の育成に寄与することの大切さは会員
全てが感じるところです。
しかし、こうしたライラのみならず各イベ
ントの意義に対して、各クラブの率直な感想
を地区でも吸い上げて、そのあり方を見直し
ていただけないでしょうか。もしくはそのイ
ベントの意義を、地区から各クラブへ周知し
ていただけたらと思います。
職業奉仕担当

澁谷理事

今年度職業奉仕を担当致します、澁谷です。
宜しくお願い致します。
今年度の職業奉仕委員会の活動としては昨
年度に引き続き「出前授業」を11月に2校予定
（地元の小学校・中学校）しております。又、
その他にも、今後に備えて職場体験授業の準
備を進めていきたいな、と考えております。
ただ、これだけでは何か物足りなさを感じ
ていますので、
「職業奉仕」の原点、というか、
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橋本（芳）理事

新地区補助金、次年度から施行されますが、
勉強会等で色々と勉強させていただいていま
すが、新しく制度が変わるのは本当に難しい
と思われます。
新地区補助金、大まかに考えますと計画年
度があり実施年度があると思います。事業実
施するには大まかに1年のタイムラグがあるか
と思います。我々吹田西RCは昨年度から社会
奉仕事業として東日本大震災復興支援を続け
ています。ほとんどの事業が緊急性を伴う事
業となっています。震災に対しては復興基金
があり、緊急性に対応がなされましたが、復興
基金も底がついたと聞いています。
今後我々が震災支援や地域のとても良い事
業などに支援を行うとき、緊急性を伴う時に
は新地区補助金は考えず、単独事業、又は他
RCの共同事業を模索した方が良いのでしょう
か。地区として何かお考えがあれば教えてい
ただきたいのですが、宜しくお願いします。
国際奉仕担当

由上理事

青少年基金の状況質問
当クラブでは10年程前より米山記念奨学会
の寄付について疑問を感じる人が多発してお
り、日本人を対象とした青少年基金の発足を
提案したことがあります。現状はどういう状
況でしょうか？
青少年交換は積極的に勧めて問題はないのか
10年ほど前に青少年交換で問題が発生し、
危機管理委員会などが設置されました。
現在、積極的な青少年交換を勧めて問題は
ないのでしょうか？

