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つのテスト

●真実かどうか

第1487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

高槻東RC様 創立40周年記念講演会PR

平成25年2月25日

卓話 「職業奉仕炉辺談話報告」
澁谷委員長
「ノンベジ・セイヤンの予防歯科教室」
青木会員
今週の歌「我等の生業」

先週内容
会長挨拶

坂口会長
東日本震災被害援助に岩手を訪問された皆
様、姉妹クラブ・コロンボセントラルRCを訪問さ
れた皆様、お疲れ様でした。
昨年末に亡くなられたパスト会長の井上隆様
の「お別れ会」の案内がきています。
厚労省が過去50年間の月別死亡率を発表し
ています。2月が最も高く、9月が最も低いです。
健康に注意して下さい。

幹事報告

高槻東ロータリークラブ創立40周年記念
東日本大震災復興支援講演会
日時｜3月30日㈯ 13:30〜16:15
会場｜高槻現代劇場（中ホール）
入場｜無料（全席自由）
講演｜安藤忠雄氏『これからの日本を考える』

千里メイプルRC様 春のライラPR

阿部幹事

◦吹田RCよりIM協力のお礼状が届いております。
講演前の早退の方が少なかったのが何よりと
のことです。
◦ロータリーの友より、次年度ロータリー手帳の
予約受付が来ております。回覧致しますので、
ご入用の方はお申し込み下さい。
◦地区より、本年度RI会長、田中作次氏の「田
中作次物語DVD」のご案内が届きました。回
覧しますので、
ご入用の方はお申し込み下さい。
◦来週例会はノーマイカーデーです。ご協力宜
しくお願い致します。
◦東急不動産よりのお知らせです。2月13日㈬
〜3月12日㈬まで、１階から2階への昇降エス
カレーター 2機の改修工事が行われます。運
転時間、迂回路等は館内に掲出されるそうで
す。ご留意下さい。

世界理解月間
次週 第1488回 例会予告 平成25年3月4日

卓話 「煙草」
河邊パスト会長
「スリランカ訪問報告」 榎原会員
Weekly No. 1487は𠮷田委員が担当しました。
Weekly No. 1488は澤井副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

2013 春のライラ
「きりひらこう 自分の未来を！
とびだそう 仲間たちと！」
日程 ｜5月3日㈮・４日㈯・5日㈰
会場 ｜六甲山YMCA
受講料｜参加青少年 1名 8,000円
｜ロータリアン登録料 1名 6,000円
講演 ｜辻原 登 氏
｜（第103回芥川賞受賞・2012年紫綬褒章受章）

ゲ

ス

高 槻 東 R C
〃
千里メイプルRC
〃

出席報告

−1−

ト

榎原委員長
森山鉄男
齋藤昇男
黒川彰夫
古山柄博
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郷上委員長
●会 員 数 48名 ●来
客
4名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 91.30％
●1月21日の出席率（メーキャップを含む） 100％

スリランカ訪問団報告（お礼） 紙谷会員

謝状を我々吹田西RCとナコンパノムRCに頂き
ました。そして、この公民館の屋上にある活水
浄水装置を見に行きました。公民館は高台に
建っていますので大槌町の街並が見渡せまし
た。本当にまだまだ復興にはほど遠いようです。
ここでこんなようですから一番被害が大き
かった陸前高田はひどいものでしょう。
その後、前回の社会奉仕事業であります、活
性浄水装置を設置致した大槌町役場に行きま
した。ここは小学校を改修して作られています。
役所、そして警察、消防署が一緒の敷地内で設
置されています。設置場所は以前小学校屋上
の屋内プールを改修して作ったところに設置
していました。
両施設の役所の人たちには浄水装置をつけ
ていただいて、おいしい水が飲めるようになっ
て凄く感謝していると言って頂きました。
盛岡西RCより懇親会を宿泊ホテルの和食屋
さんにて行っていただきました。前回もそう
ですが本当にご馳走様です。我らが代表団家
村パスト会長挨拶、石﨑会長エレクトの挨拶
など、いろいろと懇親させて頂きました。
まだまだ復興は先のようです。これからも
何か少しでも皆さんとともに役に立てればと
思っています。

2月7日〜11日まで、スリランカ・モロトワ
市と吹田市との友好都市30周年記念式典、及
び、コロンボセントラルRC訪問とロータリー
村視察をしてまいりました。
ロータリー村の方々や子どもたちには、洋
服やお菓子を配り、大変喜ばれていました。協
賛いただき有難うございました。
訪問者：瀧川、橋本（徹）、郷上、髙木、榎原、紙谷

ニコニコ箱

岡SAA

◆高槻東RC（森山様・齋藤様）
3月30日㈯、創立40周年記念講演へご参加
をよろしくお願い申し上げます。
◆千里メイプルRC（黒川様・古山様）
本日は、春のライラのPRに寄せて頂きま
した。どうぞ宜しくお願い致します。
◆坂口会長
スリランカ、岩手に行かれた皆様、お疲
れさまでした。
◆石﨑会員
岩手・大槌町贈呈式参加の皆様お疲れ
様でした。
◆小林会員
父の三十三回忌、母の三回忌を無事終
えました。あらためて生前の御厚情に感
謝します。
◆長屋会員
前回欠席のお詫びです。
◆杦本会員
2月7日、妻の誕生日を祝って頂きありが
とうございます。
──────────────────
本日のニコニコ箱
24,000円
累計のニコニコ箱
831,591円
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「東日本震災被害援助報告」橋本（芳）委員長

先日2月6日から7日にかけて、東日本大震災
復興のマッチンググランドの贈呈式の為、家
村パスト会長、阪本パスト会長、次年度石﨑会
長、阿部幹事、前年社会奉仕木田委員長と私の
6名の代表団で、岩手に行ってきました。
12月の予定の時は雪の為中止になりました
が、今回は天気も良く、比較的寒さも厳しくは
なかったです。岩手花巻空港には盛岡西RCの
本年度会長の小野さん、そして、復興担当委員
長の佐々木さんのお出迎えがありました。今
回もバスをチャーターしていただきました。
道中の大槌町の町並みはまだまだ復興には
ほど遠く、瓦礫も積んだままで全然進んでい
ないようです。
途中昼食に、お泊りも出来るお食事処「さん
ずろ屋」さんに行きました。名物のイカめしや
磯ラーメンなどをいただきました。またまた
盛岡西RCさんにご馳走になりました。
その後、贈呈式をします中央公民館に着き
ました。その施設の中にあります教育長室に
向かい、大槌町教育委員会、伊藤教育長に対し
て贈呈式を行いました。伊藤教育長からは、感

「続

私の職業」

株式会社 大久

毛利パスト会長

代表取締役会長 毛利征一郎
（4月より取締役会長）
会社の設革と取扱商品
S43.9.6 資本金1,000万円で大阪市北区梅ヶ枝
（29才） 町（現西天満）にて設立。同時に加古
川支店開設、宅地建物取引業務を開始
S45.11 屋根瓦工事業者及びタイル工事業務
（31才） に瓦揚機、ダイヤモンドカッター等、瓦
工事及びタイル工事に使用する機械・
工具・資材を販売
S47. 1 吹田市垂水町3丁目に営業本部を設置
（33才）
S49. 1 本社及び営業本部を現在地に移転。資
（35才） 本 金1,250万 円（そ の 後、S55.2.京 都
営業所、S62.6.南大阪営業所を開設）
S54. 3 防水雨仕舞材の工事部門を設立、資
（40才） 本金2,500万円。メーカーにだまされて
はじめたが、もう34年になる
S58. 1 ファクシミリ、コピー機などのOA機器の
（44才） 販売部門を設立（キャノン販売の代理
店として）。今年でもう30年になる
H 8 . 6 資本金4,000万円。現在に至る
（57才）
H 9 . 9 住宅用太陽光発電システムの販売・工
（58才） 事部門を設立
H16.11 小荷物専用昇降機設計施工開始
（65才）
H24. 6 産業用太陽光発電システムの販売・施
（73才） 工に注力開始（シャープを主力にして、
一部他社製品も扱う）

−2−

