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卓話 「一年間の総括」 社会奉仕 橋本（芳）委員長
  国際奉仕 由上委員長
Weekly No. 1498は西村委員長が担当しました。
Weekly No. 1499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）

会長挨拶 坂口会長

先週内容

次週 第1499回 例会予告　平成25年6月17日

Weekly No.1498／ 平成25年6月10日 

卓話 「一年間の総括」
  社会奉仕 橋本（芳）委員長 
  国際奉仕 由上委員長
今週の歌「四つのテスト」

第1498回例会　平成25年6月10日

出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　　客 1名
●出席会員数 37名 ●本日の出席率 90.24％
●5月13日の出席率（メーキャップを含む） 100％

先週は対抗戦ゴルフに甲子園野球に、私た
ち吹田西ロータリークラブは偉大な勝利をお
さめました。参加された選手のみなさん、応援
のみなさん、お疲れさまでした。さて、国立循
環器病研究センター（国循）が、吹田岸部の操
車場跡地に移転し、同時移転し隣接する吹田
市民病院と併せて、ベッド数1,000の大学病院
クラスの大病院が作られます。吹田・北摂の
医療体制が更に発展することと期待します。

荻田クラブ奉仕委員長

①メンバー　青木会員　杦本会員
②活動方針
•職業奉仕委員会としての職業奉仕活動とは何か
•ロータリアンとしての職業奉仕とは何か
のテーマを設定し、活動内容を計画。

③活動計画
•卓話の実施（年１回）
•フォーラムの実施（年１回）
•出前授業の実施
•職場体験授業の実施
④実施内容
＜卓話の実施＞
•10/22㈪、地区の職業奉仕委員長を招き、
「ロータリーが求める職業奉仕とは何
か？」のテーマで卓話を実施。
＜フォーラムの実施＞
•フォーラムは残念ながら実施できません
でした。
＜出前授業の実施＞
○講師　杦本会員
　テーマ「人工衛星まいど１号 宇宙へ」
•11月20日㈫豊津西中学校にて実施
　　（参加：生徒と先生で211人、RC4人）
•11月27日㈫豊津第二小学校で実施
　　（参加：児童と先生で84名、RC4名）
　杦本会員による出前授業は、昨年度も実
施しており、昨年度は豊津小学校と江坂
大池小学校だったので今年度は学校を替
えて実施した。
　杦本会員の出前授業は評判が良く、内容
が人工衛星に関する事だけでは無く、人
をやる気にさせる工夫の話や、挨拶や清
掃といった社会人として必要な事、大切
な事を話して聞かせる事が、生徒児童に
感銘を与えているように思います。
＜職場体験授業＞
•今年度は間に合わず、次年度実施に向け

誕生御祝－６月

 平成 9 年 6 月 29 日 橋本（芳）会員御夫妻
         以上1組

結婚御祝－６月
ロータリー親睦活動月間

ゲ　ス　ト 榎原委員長
 米山奨学生  謝　  雯　  様

米山奨学生 謝雯さんに 奨学金授与

第12回クラブ対抗ゴルフコンペで 吹田江坂RCに勝利

受け入れ可能会員のリストを作成し、５
月31日次年度職業奉仕委員長榎原会員と
一緒に、豊津西中と豊津中学校に届けた。
両校とも実施時期は、11月6・7・8の３
日間の予定との事。実施期間が3日間なの
で３日間が対応無理であれば、打診を受
けたときに直接その旨申し上げて下さい。
受け入れ可能会員又は事業所には、早け
れば今月位から学校側から申込みの打診
が来るかもしれません。その時は宜しく
対応お願い致します。
＜炉辺談話＞
•2月15日㈮、地元学校との関係強化を目的
として、炉辺談話に今年度出前授業を実
施した豊津西中と豊津第二小学校の校長
と教頭を招待し、情報交流を図る。豊二小
学校の先生は都合悪く参加できませんで
したが、西中の校長・教頭先生とは有意
義な時間を共有できたと思います。炉辺
談話に学校の先生を招待という提案は阿
部幹事の進言でした。

以上が今年度実施した活動報告ですが、「出前
授業」と「職場体験授業」及び「職業奉仕委員
会炉辺談話へ先生招待」の３点については、当
クラブ職業奉仕委員会の毎年の継続活動とな
る事を希望しています。次年度の榎原委員長
にはその主旨を含めて引継ぎし、申し送りを
させて頂きたいと考えています。
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◆清水会員
全国野球大会、甲子園初勝利を祝し
て！野球部及び会員、ご家族の皆様、
ご支援、ご協力本当にありがとうござ
いました。2エラーすいませんでした！

◆坂口会長
ゴルフに野球に大勝利。バンザイ!!

◆石﨑会員
甲子園初勝利。監督の栄誉に感謝!!

◆毛利会員
甲子園、最後まで楽しませていただき
ました。面白かったです。

ニコニコ箱 山岡副SAA

①メンバー　青木会員　杦本会員
②活動方針
•職業奉仕委員会としての職業奉仕活動とは何か
•ロータリアンとしての職業奉仕とは何か
のテーマを設定し、活動内容を計画。

③活動計画
•卓話の実施（年１回）
•フォーラムの実施（年１回）
•出前授業の実施
•職場体験授業の実施
④実施内容
＜卓話の実施＞
•10/22㈪、地区の職業奉仕委員長を招き、
「ロータリーが求める職業奉仕とは何
か？」のテーマで卓話を実施。
＜フォーラムの実施＞
•フォーラムは残念ながら実施できません
でした。
＜出前授業の実施＞
○講師　杦本会員
　テーマ「人工衛星まいど１号 宇宙へ」
•11月20日㈫豊津西中学校にて実施
　　（参加：生徒と先生で211人、RC4人）
•11月27日㈫豊津第二小学校で実施
　　（参加：児童と先生で84名、RC4名）
　杦本会員による出前授業は、昨年度も実
施しており、昨年度は豊津小学校と江坂
大池小学校だったので今年度は学校を替
えて実施した。
　杦本会員の出前授業は評判が良く、内容
が人工衛星に関する事だけでは無く、人
をやる気にさせる工夫の話や、挨拶や清
掃といった社会人として必要な事、大切
な事を話して聞かせる事が、生徒児童に
感銘を与えているように思います。
＜職場体験授業＞
•今年度は間に合わず、次年度実施に向け

清水会員野球同好会

第30回全国ロータリークラブ野球大会が
阪神甲子園球場で開催されました。
我がクラブは被災地から参加された岩手
県大船渡西RCと対戦し、３度目の挑戦で
念願の初勝利を挙げました！会員、ご家族、
友人の方々も多数応援に駆けつけて頂き
お陰様で楽しく素晴らしい試合をする事
ができました。会員の皆様にも多数のご
支援を頂戴し心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

 チーム名 一 二 三 四 計 
 大船渡西RC 4 3 0 0 7
 吹田西RC 6 10 1 2 19

第30回全国ロータリークラブ野球大会　結果報告

6月1日㈯　甲子園球場
第4試合（14:00～15:30）　三塁側ベンチ エース 岡会員の力投

メンバー
ピッチャー　　岡
キャッチャー　阿部　 → 清水
ファースト　　橋本徹 → 長屋
セカンド　　　石崎　 → 橋本芳
サード　　　　清水　 → 阿部
ショート　　　紙谷
レフト　　　　大藤
センター　　　瀬川
ライト　　　　伊藤　 → 荻田 ※詳細の戦況、写真はホームページに掲載しておきます。

５月29日㈬、アートレイクゴルフ倶楽部
にて行われた、第12回吹田西・江坂RC対
抗ゴルフコンペの結果を発表します。
ダブルペリアによる個人戦は、３位・吹
田西・新井会員。２位・吹田西・阿部会員。
優勝・江坂・堀田会員でした。
対抗戦は、会長を含めた10名のグロスの

スコアの合計で、江坂が890打、吹田西が
876打の14打差で、吹田西が昨年に続き連
続で勝ちました。
坂口会長及び、活動して頂きました会員

のみなさま、ありがとうございました。

橋本（芳）会員ゴルフ同好会

第12回クラブ対抗ゴルフコンペの結果

◆阿部会員
ゴルフ同好会対抗戦２連勝、参加の皆
様ご苦労様でした。来年も勝利目指し
ましょう。

◆阿部会員
甲子園勝利、素晴らしい誕生日になり
ました。皆様に感謝。

◆瀬川会員
初めての甲子園球場に感動しました。

◆橋本（徹）会員
野球の応援ありがとうございました。
筋肉痛たいへんです。

◆山岡会員
ゴルフ対抗戦の勝利おめでとうござい
ます。

◆西村会員
年度最終日ですので。

◆井伊会員
本日は例会終了後クラブ協議会です。
よろしくお願い致します。

◆青木会員
本日の江坂大池幼稚園での歯みがき指
導では新大阪歯科衛生士学校の学生13
名にお世話になりまして、ありがとう
ごさいました。

◆木田会員
音楽委員長も今月で終了します。がん
ばって最終までやりとおします。

◆岡会員
野球の応援ありがとうございました。
強力な攻撃力に助けられました。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 49,000円
 累計のニコニコ箱 1,185,591円

受け入れ可能会員のリストを作成し、５
月31日次年度職業奉仕委員長榎原会員と
一緒に、豊津西中と豊津中学校に届けた。
両校とも実施時期は、11月6・7・8の３
日間の予定との事。実施期間が3日間なの
で３日間が対応無理であれば、打診を受
けたときに直接その旨申し上げて下さい。
受け入れ可能会員又は事業所には、早け
れば今月位から学校側から申込みの打診
が来るかもしれません。その時は宜しく
対応お願い致します。
＜炉辺談話＞
•2月15日㈮、地元学校との関係強化を目的
として、炉辺談話に今年度出前授業を実
施した豊津西中と豊津第二小学校の校長
と教頭を招待し、情報交流を図る。豊二小
学校の先生は都合悪く参加できませんで
したが、西中の校長・教頭先生とは有意
義な時間を共有できたと思います。炉辺
談話に学校の先生を招待という提案は阿
部幹事の進言でした。

以上が今年度実施した活動報告ですが、「出前
授業」と「職場体験授業」及び「職業奉仕委員
会炉辺談話へ先生招待」の３点については、当
クラブ職業奉仕委員会の毎年の継続活動とな
る事を希望しています。次年度の榎原委員長
にはその主旨を含めて引継ぎし、申し送りを
させて頂きたいと考えています。

甲子園
　初勝利!!
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◆清水会員
全国野球大会、甲子園初勝利を祝し
て！野球部及び会員、ご家族の皆様、
ご支援、ご協力本当にありがとうござ
いました。2エラーすいませんでした！

◆坂口会長
ゴルフに野球に大勝利。バンザイ!!

◆石﨑会員
甲子園初勝利。監督の栄誉に感謝!!

◆毛利会員
甲子園、最後まで楽しませていただき
ました。面白かったです。

卓　　話卓　　話

職業奉仕　澁谷委員長「一年の総括」

①メンバー　青木会員　杦本会員
②活動方針
•職業奉仕委員会としての職業奉仕活動とは何か
•ロータリアンとしての職業奉仕とは何か
のテーマを設定し、活動内容を計画。

③活動計画
•卓話の実施（年１回）
•フォーラムの実施（年１回）
•出前授業の実施
•職場体験授業の実施
④実施内容
＜卓話の実施＞
•10/22㈪、地区の職業奉仕委員長を招き、
「ロータリーが求める職業奉仕とは何
か？」のテーマで卓話を実施。
＜フォーラムの実施＞
•フォーラムは残念ながら実施できません
でした。
＜出前授業の実施＞
○講師　杦本会員
　テーマ「人工衛星まいど１号 宇宙へ」
•11月20日㈫豊津西中学校にて実施
　　（参加：生徒と先生で211人、RC4人）
•11月27日㈫豊津第二小学校で実施
　　（参加：児童と先生で84名、RC4名）
　杦本会員による出前授業は、昨年度も実
施しており、昨年度は豊津小学校と江坂
大池小学校だったので今年度は学校を替
えて実施した。
　杦本会員の出前授業は評判が良く、内容
が人工衛星に関する事だけでは無く、人
をやる気にさせる工夫の話や、挨拶や清
掃といった社会人として必要な事、大切
な事を話して聞かせる事が、生徒児童に
感銘を与えているように思います。
＜職場体験授業＞
•今年度は間に合わず、次年度実施に向け

◆阿部会員
ゴルフ同好会対抗戦２連勝、参加の皆
様ご苦労様でした。来年も勝利目指し
ましょう。

◆阿部会員
甲子園勝利、素晴らしい誕生日になり
ました。皆様に感謝。

◆瀬川会員
初めての甲子園球場に感動しました。

◆橋本（徹）会員
野球の応援ありがとうございました。
筋肉痛たいへんです。

◆山岡会員
ゴルフ対抗戦の勝利おめでとうござい
ます。

◆西村会員
年度最終日ですので。

◆井伊会員
本日は例会終了後クラブ協議会です。
よろしくお願い致します。

◆青木会員
本日の江坂大池幼稚園での歯みがき指
導では新大阪歯科衛生士学校の学生13
名にお世話になりまして、ありがとう
ごさいました。

◆木田会員
音楽委員長も今月で終了します。がん
ばって最終までやりとおします。

◆岡会員
野球の応援ありがとうございました。
強力な攻撃力に助けられました。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 49,000円
 累計のニコニコ箱 1,185,591円

受け入れ可能会員のリストを作成し、５
月31日次年度職業奉仕委員長榎原会員と
一緒に、豊津西中と豊津中学校に届けた。
両校とも実施時期は、11月6・7・8の３
日間の予定との事。実施期間が3日間なの
で３日間が対応無理であれば、打診を受
けたときに直接その旨申し上げて下さい。
受け入れ可能会員又は事業所には、早け
れば今月位から学校側から申込みの打診
が来るかもしれません。その時は宜しく
対応お願い致します。
＜炉辺談話＞
•2月15日㈮、地元学校との関係強化を目的
として、炉辺談話に今年度出前授業を実
施した豊津西中と豊津第二小学校の校長
と教頭を招待し、情報交流を図る。豊二小
学校の先生は都合悪く参加できませんで
したが、西中の校長・教頭先生とは有意
義な時間を共有できたと思います。炉辺
談話に学校の先生を招待という提案は阿
部幹事の進言でした。

以上が今年度実施した活動報告ですが、「出前
授業」と「職場体験授業」及び「職業奉仕委員
会炉辺談話へ先生招待」の３点については、当
クラブ職業奉仕委員会の毎年の継続活動とな
る事を希望しています。次年度の榎原委員長
にはその主旨を含めて引継ぎし、申し送りを
させて頂きたいと考えています。
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①メンバー　青木会員　杦本会員
②活動方針
•職業奉仕委員会としての職業奉仕活動とは何か
•ロータリアンとしての職業奉仕とは何か
のテーマを設定し、活動内容を計画。

③活動計画
•卓話の実施（年１回）
•フォーラムの実施（年１回）
•出前授業の実施
•職場体験授業の実施
④実施内容
＜卓話の実施＞
•10/22㈪、地区の職業奉仕委員長を招き、
「ロータリーが求める職業奉仕とは何
か？」のテーマで卓話を実施。
＜フォーラムの実施＞
•フォーラムは残念ながら実施できません
でした。
＜出前授業の実施＞
○講師　杦本会員
　テーマ「人工衛星まいど１号 宇宙へ」
•11月20日㈫豊津西中学校にて実施
　　（参加：生徒と先生で211人、RC4人）
•11月27日㈫豊津第二小学校で実施
　　（参加：児童と先生で84名、RC4名）
　杦本会員による出前授業は、昨年度も実
施しており、昨年度は豊津小学校と江坂
大池小学校だったので今年度は学校を替
えて実施した。
　杦本会員の出前授業は評判が良く、内容
が人工衛星に関する事だけでは無く、人
をやる気にさせる工夫の話や、挨拶や清
掃といった社会人として必要な事、大切
な事を話して聞かせる事が、生徒児童に
感銘を与えているように思います。
＜職場体験授業＞
•今年度は間に合わず、次年度実施に向け

　1年間、クラブ奉仕理事を拝命し、その仕事
をさせていただきました。

クラブ奉仕　荻田委員長「一年の総括」

　本日、阿部幹事より、注意を促されたところ
ではありますが、来る6月24日、インターコン
チネンタルホテルで開催されます1500回記念
例会も残っております。どうぞ、皆様のご出席
とSAAともども、楽しい例会作りに努めていき
たいと存じます。
　クラブ奉仕理事の担当いたします委員会は、
出席、クラブ会報、親睦活動、会員増強、プロ
グラム、記録、研修・情報規定、音楽と各委員
会があります。各委員会については、委員長・
副委員長をはじめとした委員の方々のご尽力
により、つつがなく本日に至ることができま
した。各委員会の方々に感謝いたします。
　特に、ロータリー活動において重要な役割
をなす親睦委員会は、素晴らしい企画を立て
ていただき、皆様にお喜びいただいたのでは
ないかと存じます。
　京都の艸堂での移動例会では、ご参加の会
員の奥様に、「いつもいい企画をありがとうご
ざいます」とお礼を言っていただきました。よ
くよく聞いておりますと、どうやら親睦委員
長榎原さんと私をお間違えになっているよう
でした。間違えていただいても、お礼を頂戴す
るのはありがたいことです。早速に榎原委員
長にもその旨を伝えました。
　クラブ奉仕の仕事が皆様のクラブ活動を楽
しんで頂けるよう働きかけることと理解し、
例会の食事をより楽しめるよう、新大阪東急
インの岡本さんにも色々とお願いいたしまし
た。これは坂口会長の意向を汲んでのお願い
でしたが、食事の見直しもしていただけました。
引き続き、洋食の時は、暖かいパンでお願いし
たいと思います。
　例会には皆出席を目指し、各委員長のフォ
ローができるよう心がけてまいりました。
出席委員会の矢倉会員が休会されましたので、
出席委員会が手薄となりました。会員の方の
欠席の場合は、代わりができお役に立てたこ
とを感謝いたします。
　この1年間の会員の皆様のクラブ活動へのご
協力・ご支援にお礼申し上げます。

受け入れ可能会員のリストを作成し、５
月31日次年度職業奉仕委員長榎原会員と
一緒に、豊津西中と豊津中学校に届けた。
両校とも実施時期は、11月6・7・8の３
日間の予定との事。実施期間が3日間なの
で３日間が対応無理であれば、打診を受
けたときに直接その旨申し上げて下さい。
受け入れ可能会員又は事業所には、早け
れば今月位から学校側から申込みの打診
が来るかもしれません。その時は宜しく
対応お願い致します。
＜炉辺談話＞
•2月15日㈮、地元学校との関係強化を目的
として、炉辺談話に今年度出前授業を実
施した豊津西中と豊津第二小学校の校長
と教頭を招待し、情報交流を図る。豊二小
学校の先生は都合悪く参加できませんで
したが、西中の校長・教頭先生とは有意
義な時間を共有できたと思います。炉辺
談話に学校の先生を招待という提案は阿
部幹事の進言でした。

以上が今年度実施した活動報告ですが、「出前
授業」と「職場体験授業」及び「職業奉仕委員
会炉辺談話へ先生招待」の３点については、当
クラブ職業奉仕委員会の毎年の継続活動とな
る事を希望しています。次年度の榎原委員長
にはその主旨を含めて引継ぎし、申し送りを
させて頂きたいと考えています。


