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つのテスト

●真実かどうか

第1502回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

坂口会長、阿部幹事をはじめ、理事・委員会の
皆様、この一年ご苦労さまでした。
本日は、新年度スタートの例会、第1501回
の船出です。第1540回までの長い航海ですが
無事入港できるよう、この一年間よろしくお
願いを申し上げます。

平成25年7月8日

卓話 「新年度理事挨拶」クラブ奉仕
職業奉仕
社会奉仕

●みんなのためになるかどうか

清水理事
榎原理事
大藤理事

今週の歌「四つのテスト」

先週内容
会長挨拶

石﨑会長

伝 統 あ る、吹 田 西 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ
2013-2014年度の会長を仰せつかりました、
石﨑でございます。これまでの諸先輩方の功
績に恥じぬように理事・役員の皆様、正副委
員長の皆様、会員の皆様、事務局の方のご支援
とご協力を賜り、重責を果たしていきたいと
思います。
先週、6月24日は我がクラブ第1500回記念
例会でした。会員・ご夫人、ご家族55名の参
加のもと、グランフロント大阪・インターコ
ンチネンタルホテルでの盛大な晩餐会でした。

次週 第1503回 例会予告

坂口直前会長・阿部直前幹事に記念品贈呈

平成25年7月22日

卓話 「新年度理事挨拶」 国際奉仕
長屋理事
新世代奉仕 木田理事
Weekly No. 1502は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1503は村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）

米山功労者表彰
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米山奨学生 謝 雯さんに奨学金授与
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出席報告

澤井委員長

●会 員 数
47名
●来
客
3名
●出席会員数
39名
●本日の出席率 95.12％
●6月10日の出席率（メーキャップを含む） 100％

一年間どうぞよろしく

誕生御祝−７月
幹事報告

井伊幹事

◦米山奨学生謝雯さんに奨学金が届いています。
◦クラブ名称表記変更のお知らせ
大阪−淀川RC 大阪−淀川RAC は、
7月1日より、
大阪淀川RC 大阪淀川RAC と、表記変更と
なります。
◦無料講演会のご案内
吹田青年会議所より無料講演会「台所から
生まれる家族の絆」のご案内が届いており
ます。机の上に置いていますので、ご希望の
方はご参加下さい。
◦地区大会記録書、ガバナー月信7月号が届い
ておりますのでお配りしました。
◦千里RC様より40周年記念式典出席へのお礼
状が届いております。
◦米山奨学会より功労者への感謝状が届いて
います。紙谷会員→第1回功労者
◦大阪北RC様から、記念誌「60年の歩み」の
冊子が届いていますので、ご希望の方は事
務局に置いていますのでご覧ください。
◦会員名簿が出来上がりましたので、各メー
ルボックスにお配りしました。
◦例会終了後、メイプルルームで第1回の理事
会を開催しますので関係者はお集まりくだ
さい。
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結婚御祝−７月
今月ご結婚お祝いのご夫妻はございません。

米山記念奨学会委員会

荻田委員長

本日、新井会員より、特
別 寄 付 を 頂 き ま し た。ご
協力ありがとうございま
した。

社会奉仕委員会

澁谷副委員長

本 日、江 坂 企 業 協 議 会
担当のクリーンデーとい
う 事 で、江 坂 駅 を 中 心 と
する朝の清掃が行われま
した。ロータリアンも沢山
の方が参加されました。阪本、瀧川、阿部、瀬川、
橋本（徹）、紙谷、澁谷、榎原、本田、山岡、河邊、
宮川、毛利、清水、髙木各会員、以上15名の参
加でした。ありがとうございました。
尚、次月8/1は当クラブの担当となっていま
すので、8/1もよろしくお願い致します。

ロータリー財団委員会

◆小林会員
ガンバレ、新執行部。
◆小川会員
石﨑会長、井伊幹事、楽しいクラブラ
イフのリードをお願いします。
◆新井会員
石﨑丸の出航を祝って。
◆阿部会員
石﨑会長、井伊幹事、1年間どうぞ宜し
くお願い致します。
◆澁谷会員
石﨑会長、井伊幹事、本年１年宜しく
お願いします。
◆阪本会員
会長、幹事、役員の皆様、１年間頑張っ
て下さい。
◆坂口会員
石﨑丸の出港をお祝いして。
◆瀧川会員
石﨑会長、井伊幹事、ご苦労様です。頑
張れ。
◆榎原会員
新年度、石﨑会長、よろしくお願い致
します。
──────────────────
本日のニコニコ箱
77,000円
累計のニコニコ箱
77,000円

山岡副委員長

本日、石﨑会長、新井会
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。

岡さん送別会のご案内

清水会員

6月末で退会されました、野球部のエース岡
前会員の送別会を下記日程にて開催致します。
皆様奮ってのご参加よろしくお願い申し上げ
ます。
記
日時：平成25年7月12日㈮18時30分より
場所：個室 菜食酒庵 和左味 江坂店
〒564-0063 吹田市江坂町1-23-32
リバホール江坂2階
（地下鉄御堂筋線江坂駅6番出口 徒歩1分）
TEL 050-5798-9834
会費：8,000円

ニコニコ箱

橋本（徹）SAA

◆石﨑会長
会長へのご支援ご
協力をお願い致し
ます。
◆木田会員
新世代奉仕委員会にみなさんのご協力
をお願いします。
◆青木会員
石﨑会長、井伊幹事の門出を祝って。
新米の副会長です。例会進行になにか
と不手際があろうかと存じます。寛容
の精神でお許し下さいませ。
◆井伊会員
本年度幹事です。一年間よろしくお願
いします。
◆仲辻会員
石﨑会長、井伊幹事、理事、委員の皆様
一年間御苦労様です。よろしくお願い
します。
◆郷上会員
石﨑会長ごくろうさまです。よろしく
お願いします。
◆河邊会員
石﨑会長、井伊幹事、一年間お願い致
します。
◆清水会員
石﨑会長、井伊幹事、役員の皆様、本年
度もよろしくお願い致します。
◆瀬川会員
入会一年が経過しました。
◆水間会員
誕生日祝いありがとうございます。
◆橋本（芳）会員
先月結婚祝いのお花ありがとうござい
ました。
◆田中（慶）会員
好い事、ありました。

卓

話

「新年度挨拶」
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石﨑会長

私 は1991年（平 成3年）7月1日、22年 前 の
今日入会です。46歳でした。その時の会長は
瀧川さん、幹事は毛利さんでした。ロータリー
クラブへの入会勧誘を受けたのは、その頃取
引先のTさんと2名でした。
（どちらも退会）
ロータリーの知識もなく、まだバブルの余
波で接客に忙しくお断りをしましたが、無理
して出席しなくてもいい（例会60%）との甘言
もあり、とりあえず入会しました。その意味で
もあまり前向きなロータリー活動ではなかっ
たと思います。いつか責任ある役も回ってく
ると思い資料を保管するようにしました。
私 は1993年〜ク ラ ブ 概 況、1995年〜例 会
報を現在まで保管しています。
（事務局に保管
されていることは知りませんでした）
入会最初の２〜３年間を処分していること
は、ロータリーに対し、まだ理解度がなかった
ものと思います。
我がクラブは33年前、チャーターメンバー
34名でスタートし、私が入会した22年前には
最大69名と、約10年で2倍の会員となりました。
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を
しかしそれ以降会員減少が止まらず、現在は
最大から２／３の会員数になりました。
本年度は、まず会員維持増強を主にクラブ
の伝統、すなわち土台を変えずにクラブ改革
に挑戦しようと思います。
会員のみなさんのご支援をお願い申し上げ
ます。

「新年度挨拶」

例会、親睦委員会と協力し合って楽しい例会
を目指し、設営を行います。
ニコニコ目標は150万円。会員１人１ヶ月に
3,000円で目標達成出来ますので、御協力お願
い致します。

「今年度主要行事予定」

青木副会長

平成10年8月に、吹田西ロータリークラブの
お仲間に加えて頂きまして、丸15年が経とう
としています。
ご紹介者である新井パスト会長の席の横に
座らせて頂き、これまたご紹介者の瀧川パス
ト会長に、新入会員として皆様方に緊張の面
持ちでご紹介して頂きましたことを、昨日の
ことのように思い出します。
さて、石﨑会長の今年度方針「クラブの伝統
を継承し、改革への挑戦」を実現するため、執
行部の一員として微力ながらもお役に立てれ
ばと考えています。とは申しましても、副会長
の実際的な仕事と致しましては、例会の司会
進行でこざいます。
つきましては、橋本徹也SAA委員長と共に力
を合わせまして、楽しいクラブ例会運営に努
めて参る所存です。
いろいろと行き届かないことも多いと存じ
ますが、ロータリーの寛容の精神でお許しを
賜りますればと存じます。
１年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。

「新年度挨拶」

橋本（徹）SAA

井伊幹事

平成25年7月1日になりました。3年前、石﨑
会長から2013-2014年度幹事の大役をおおせ
つかり、その当時は私自身、大腸ガンの手術か
ら1年間位しか経過していなかったので、不安
に感じていましたが、3年後には大丈夫と思っ
ていました。
この間、ロータリアンとして、奉仕活動を少
しでも理解しようと考えていましたが、残念
ながら未熟なままでございます。幹事を経験
させていただいて、多少でも理解できればと
考えています。
2013-2014年度地区方針
「感動の体験を!! 人々にも自身にも」
吹田西ロータリークラブ会長方針
「クラブの伝統を継承し、改革への挑戦」
を実践して行きます。
◦夏の移動例会
2013年8月19日㈪ 於 海遊館
◦クラブフォーラム（会員増強）
2013年9月9日㈪
◦炉辺談話
9月 20日㈮
11月 15日㈮
1月 24日㈮
4月 18日㈮

クラブ奉仕
社会奉仕
職業奉仕
国際・新世代奉仕

◦年間休会日
8月12日・12月30日・2月10日・3月31日
4月28日

石﨑会長の方針「クラブの伝統を継承し、改
革への挑戦！」に従い、会場監督として厳粛な
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