
SUITA EWST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

吹田西ロータリークラブ
ウイークリー

国際ロータリー第2660地区

2013-2014
■創立 1980.6.12
事務所 〠564-0051　吹田市豊津町9番40号  江坂東急ビル1F
 ☎（06）6338-0832　FAX（06）6338-0020
 URL  http://www.suita-west-rc.org
例会場 新大阪江坂東急イン
 〠564-0051　吹田市豊津町9番6号　☎（06）6338-0109
例会日 毎月曜日　18:00～19:00
役　員 会長：石﨑克弘　幹事：井伊圭一郎　会報委員長：田中孝男

4つのテスト　　●真実かどうか　　●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4つのテスト　　●真実かどうか　　●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

Weekly No.1503 ／ 平成25年7月22日

－1－

卓話 「前年度会計報告」　髙木直前会計
  村井直前会計監事
 「前年度事業報告」 阿部直前幹事
 「今年度予算案」 本田会計
Weekly No. 1503は村井副委員長が担当しました。
Weekly No. 1504は水間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 石﨑会長

先週内容

次週 第1504回 例会予告　平成25年7月29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
今週の歌「われは海の子」

第1503回例会　平成25年7月22日

今日の例会出席者は29名で、新会長として
不安を覚えます。
昨日（7月7日）「クリーンエサカ」に参加い
たしました。詳細については担当委員会より
報告があると思います。
本日はいい報告がありますので会長挨拶と
して伝えさせていただきます。
毎年、吹田西RCは大阪赤十字血液センター
の団体献血車での献血活動で株式会社ビケン
テクノ様（梶山会員）に場所提供と社員採血協
力をいただいております。 
このたび、献血推進協力団体に対する大阪
府知事感謝状贈呈式並びに、厚生労働大臣表
彰状・感謝状伝達式（平成25年7月25日）にご

タイ・ナコンパノムRCからのご挨拶
吹田西ロータリークラブ
2013－14年度　会長　石崎 克弘 様

我々の就任にあたり、私、ラッカナ  チャイイ
ムは新会長になられた貴方に心からお祝いを
申し上げます。

ご存じの通り、我々両クラブはこの７年間、ク
リーン・ウォーター・プロジェクトを始めと
する協同事業の成果を上げてきました。

2013－14年度にはこの地区の二つの学校、バ
ン・フアイ・プラ学校とバン・ドンダン学校
へのクリーン・ウォーター・プロジェクトの
ご計画が有り、来年２月の贈呈式に貴方と代
表団の方々を暖かくお迎えさせていただきた

いと考えています。
その機会にお目に掛かれる
ことを祈って、今後も連絡
を密に行いましょう。

ナコンパノムロータリークラブ
2013‒14年度
会長　ラッカナ  チャイイム

案内・ご出席の上、 感謝状が贈呈されること
が決定しました。
（株）ビケンテクノ様はもとより吹田西RCと
の活動の賜物と慶びたいと思います。
次週例会は「海の日」休日です。従って第23
回参院選が21日投票で「ねじれ国会」 解消な
るかどうか結果が判明したあとの例会となり
ます。
梅雨明けになったようです。気象予報では
猛暑が続きそうです、皆様ご自愛ください。

ロータリーの目的は、
日々の仕事を通して世の中に貢献するために、
奉仕の心を育て向上させることです。奉仕と
は他人のために何かをすること、他人のニー
ズを充たすことを自己の使命と考えて行うこ
とです。ロータリーの目的は、職業を通して社
会のいろいろなニーズを充たすこと、とも言
えます。
職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズを
ほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねると
いうことです。それによって、自己の職業の品
位と道徳水準を高め、社会から尊重される存
在にすることが出来るのです。また、それに
よって日々の奉仕活動が行いやすくなり、効
果も向上するはずです。
ロータリアンは日常の職業活動を通して、自
分の職場の従業員、取引先の人たちやその関
係者、ひいては地域社会の人達の模範となり、
生きる力の根源である道徳的能力を向上させ
ることに努めているのです。このような仕事
の仕方を、ロータリーでは、職業奉仕と呼んで
います。

自分の職業を通して、社会に奉仕するのが職
業奉仕である。と考えていましたが、自分の職
業を通そうと通さずとも社会に奉仕するので
ありますから、この奉仕活動は社会奉仕であ
ります。ではこの言葉の中に職業奉仕が含ま
れないのかというとそうではありません。では、
どう区別するのか。それは奉仕に対しての受
益者が誰であるかで区別することが出来ます。
奉仕活動によって受益者が自分以外の地域の
人々、地域社会である場合は社会奉仕であり、
それと反対に奉仕活動で受益者が自分自身で
ある場合が職業奉仕であります。

ロータリー第２モットー「He Profits Most Who 
Serves Best」「最もよく奉仕するもの、最も多
く報いられる」の意味は、奉仕活動をすればす
るほど地域の人々から自分の職業に対して尊
敬と信頼、信用をより多く得て、自分の職業が
さらに繁栄するのであります。

ロータリーは奉仕の基礎を職業倫理において
おります。倫理？倫理とは何か？それは人が
正しく歩む道であります。人を泣かすような
行為をしてはいけない、人を欺いてもいけない、
非社会的、非人道的行為をしてはいけない、世
のため人のために尽くしなさい。というのが
倫理の教えであります。
職業の心（お金儲けの心）も奉仕の心（世のた
め人のために尽くす心）も一つの心であると
考えます。ですから、ロータリーにおいて倫理
に反する儲けは存在しない。もし人を欺き、泣
かせたお金が奉仕に使われていたとしたら、
果たしてそれは真の奉仕と言えるであろうか。
もし人を泣かせ欺いた人間が平気な顔をして
ボランティア活動をしていたら、それは偽善
者であります。

ロータリー活動において毎週１回の例会に出
席し、食事をし、卓話を聞いて寄付をして帰る。
卓話を聞きそして自らが卓話者として話しを
し、異業種の良質な人たちとの接触を通じて
ロータリアン自らが心を磨き、そして今まで
以上の知識と知恵を持ち自分の職業社会で「世
のため人のためになる仕事」を目指すのが職
業奉仕の実践であります。職業奉仕は毎週１
回の例会出席から始まるのでありますから、
これからもなるべく休まず皆出席を目指した
いと思います。

今期の職業奉仕活動としましては、前期に引
き続き出前授業と職場体験学習を予定してお
ります。
出前授業は豊津第一小学校と江坂大池小学校
の予定です。江坂大池小学校は10月18日に実
施予定です。講師は杦本会員にお願いしてお
ります。
職場体験学習の対象は豊津中学と豊津西中学

の予定です。職場体験受け入れを承諾してい
ただいたのは、長屋会員・田中孝男会員・澁
谷会員・髙木会員・家村パスト会長・石﨑会長・
杦本会員・田中慶一会員・宮川パスト会長の
９社です。ご協力誠に有難うございます。ご迷
惑おかけすると思いますがよろしくお願い致
します。
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◆鈴木会員
石﨑会長、幹事、理事の皆様、この一年
間ご苦労様です。よろしくお願いします。
◆石﨑会長
誕生日祝いのお礼
◆井伊会員
家内の誕生祝ありがとうございました。
◆西村会員
誕生日ありがとうございます。
◆橋本（芳）会員
家内の誕生祝ありがとうございました。
◆紙谷会員
夏ばてしそうです。
◆村井会員
荻田さん有難う御座居ました。
◆山岡会員
8月、サマーバイキングあります。ご予
約お願いします。

ニコニコ箱 橋本（徹）SAA

出席報告
●会　員　数 47名 ●来　　　客 0名
●出席会員数 29名 ●本日の出席率 85.29％
●6月17日の出席率（メーキャップを含む） 100％

𠮷田副委員長

荻田委員長米山記念奨学会委員会
本日、井伊会員、家村会員、石﨑会長、木田
会員、本田会員より、特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

山岡副委員長ロータリー財団委員会
本日、青木副会長、家村会員、長屋会員、西
村会員、橋本（芳）会員、木田会員より、特別
寄付を頂きました。ご協力ありがとうござい
ました。

橋本（徹）SAAS A A
　本日の欠席の18名中、当日欠席連絡が7名で
した。食事の当日減は、無理をいっても5名く
らいまでです。欠席連絡は出来るだけ木曜日
までにお願い致します。

大藤委員長社会奉仕委員会

①7月7日AM10:00 豊津公園集合でクリーン
エサカが実施されました。
　朝早くから多数の地域から多くの方が参加
され、「我が町」江坂を清潔にしようとする
意識が感じられました。
　当クラブからの参加者は、石﨑会長、井伊幹
事、家村パスト会長、榎原会員、紙谷会員、
大藤でございます。

②第一回、献血日が8月23日に決まりました。
今回も、ビケンテクノ様のご厚意により、献
血場所をご提供していただきました。あり
がとうございます。

幹事報告 井伊幹事
◦事務局移転のお知らせ
　大阪ネクストRC
 　新住所　大阪市北区曽根崎新地2-6-12
　小学館ビル　スタジオB&M内
　TEL 06-6341-2285　FAX 06-6348-1164

◦例会報のファイルを水間会員から、いつも
の様にいただきました。メールボックスに
入れましたのでお受け取り下さい。

◦岡前会員送別会のご案内
　7月12日㈮18:30より
　菜食酒庵　和左味　江坂店にて開催致
します。

◦甲子園大会の写真
　回覧しておりますので、購入ご希望の
方は、集合写真は枚数を、スナップ写真
は番号を記入下さいますようお願い致
します。

清水会員野球同好会
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ります。ではこの言葉の中に職業奉仕が含ま
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るほど地域の人々から自分の職業に対して尊
敬と信頼、信用をより多く得て、自分の職業が
さらに繁栄するのであります。
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かせたお金が奉仕に使われていたとしたら、
果たしてそれは真の奉仕と言えるであろうか。
もし人を泣かせ欺いた人間が平気な顔をして
ボランティア活動をしていたら、それは偽善
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ロータリー活動において毎週１回の例会に出
席し、食事をし、卓話を聞いて寄付をして帰る。
卓話を聞きそして自らが卓話者として話しを
し、異業種の良質な人たちとの接触を通じて
ロータリアン自らが心を磨き、そして今まで
以上の知識と知恵を持ち自分の職業社会で「世
のため人のためになる仕事」を目指すのが職
業奉仕の実践であります。職業奉仕は毎週１
回の例会出席から始まるのでありますから、
これからもなるべく休まず皆出席を目指した
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今期の職業奉仕活動としましては、前期に引
き続き出前授業と職場体験学習を予定してお
ります。
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施予定です。講師は杦本会員にお願いしてお
ります。
職場体験学習の対象は豊津中学と豊津西中学

◆橋本（徹）会員
ニコニコよろしくお願い致します。
◆家村会員
本年度石﨑会長、井伊幹事、役員の皆様、
頑張って下さい。
◆髙木会員
石﨑会長、井伊幹事、新理事の皆様で
静かに出航されました。私はプログラ
ム委員を承り、ご協力よろしくお願い
申し上げます。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 39,000円
 累計のニコニコ箱 116,000円

の予定です。職場体験受け入れを承諾してい
ただいたのは、長屋会員・田中孝男会員・澁
谷会員・髙木会員・家村パスト会長・石﨑会長・
杦本会員・田中慶一会員・宮川パスト会長の
９社です。ご協力誠に有難うございます。ご迷
惑おかけすると思いますがよろしくお願い致
します。
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◆石﨑会長
誕生日祝いのお礼
◆井伊会員
家内の誕生祝ありがとうございました。
◆西村会員
誕生日ありがとうございます。
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荻田さん有難う御座居ました。
◆山岡会員
8月、サマーバイキングあります。ご予
約お願いします。

卓　　話卓　　話

クラブ奉仕　清水理事「新年度挨拶」

本年度のクラブ奉仕理事を拝命致しました
清水です。微力ではございますが、杦本副委員
長と共に石﨑会長方針「クラブの伝統を継承し、
改革への挑戦」に則り、クラブ活動がより楽し
く有意義なものとなりますよう努めて参りた
いと存じます。
クラブ奉仕各委員会の方針・具体的計画
出席委員会　澤井委員長
•出席率100%の継続、欠席の事前連絡を厳守。
•欠席する場合、当日正午までの事前連絡
100%を達成したい。
クラブ会報委員会　田中（孝）委員長
•より見やすい会報作りと経費の削減。
•委員会全員での会報作成に取り組む。
親睦活動委員会　紙谷委員長
•夏の移動家族例会の開催、クリスマス・春
の移動例会の計画をしていく。
•移動家族例会では家族の方（特に子供さん
お孫さん）が多く参加できる例会を考えて
いきたい。
•SAAと連携を取りながら活動していく。
•例会30分前受付に努力したい。
会員増強委員会　河邊委員長
•純増１名を達成する。
•やむを得ない退会者の人数と更に１名入会
される事を目標とします。
•会員増には皆様のお力添え以外には方法は
ありません。ご協力をお願い致します。
※会長方針は純増２名とされておりますので、
２名目標で頑張ります。
プログラム委員会　髙木委員長
•会長方針である卓話を中心とする。

•パスト会長の友人・知人をご紹介頂き、意
義のある卓話とする。
•会員の方々による卓話。
記録委員会　杦本委員長
•会員の笑顔全面に出る写真記録作りをしま
す。
•各自の発表では、笑顔でアイサツを、と呼び
掛ける。
研修情報・規定委員会　尾家委員長
•全会員のロータリーに関する知識と認識を
高める。
•パスト会長による卓話の活用。
•地区が開催する各種行事への積極的な全員
参加。
音楽委員会　澁谷委員長
•歌の詩に込められている内容を実践出来る
ように大きな声で歌う雰囲気を作ります。
•歌いやすく、元気の出る曲を選曲します。

　今年度は地区活動でも目標の一番に「会員
の維持と増強」がうたわれており、石﨑会長も
純増２名の目標を掲げ、9月9日にはこのテー
マでクラブフォーラムを開催する予定です。
クラブ奉仕としても一丸となって会員増強・
退会防止に努め、各委員会及びSAAと協力連携
をとり、明るく楽しい斬新なクラブ運営を図っ
ていきたいと思います。今年１年何卒よろし
くご協力の程お願い申し上げます。

職業奉仕　榎原理事「新年度挨拶」

ロータリーの目的は、
日々の仕事を通して世の中に貢献するために、
奉仕の心を育て向上させることです。奉仕と
は他人のために何かをすること、他人のニー
ズを充たすことを自己の使命と考えて行うこ
とです。ロータリーの目的は、職業を通して社
会のいろいろなニーズを充たすこと、とも言
えます。
職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズを
ほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねると
いうことです。それによって、自己の職業の品
位と道徳水準を高め、社会から尊重される存
在にすることが出来るのです。また、それに
よって日々の奉仕活動が行いやすくなり、効
果も向上するはずです。
ロータリアンは日常の職業活動を通して、自
分の職場の従業員、取引先の人たちやその関
係者、ひいては地域社会の人達の模範となり、
生きる力の根源である道徳的能力を向上させ
ることに努めているのです。このような仕事
の仕方を、ロータリーでは、職業奉仕と呼んで
います。

自分の職業を通して、社会に奉仕するのが職
業奉仕である。と考えていましたが、自分の職
業を通そうと通さずとも社会に奉仕するので
ありますから、この奉仕活動は社会奉仕であ
ります。ではこの言葉の中に職業奉仕が含ま
れないのかというとそうではありません。では、
どう区別するのか。それは奉仕に対しての受
益者が誰であるかで区別することが出来ます。
奉仕活動によって受益者が自分以外の地域の
人々、地域社会である場合は社会奉仕であり、
それと反対に奉仕活動で受益者が自分自身で
ある場合が職業奉仕であります。

ロータリー第２モットー「He Profits Most Who 
Serves Best」「最もよく奉仕するもの、最も多
く報いられる」の意味は、奉仕活動をすればす
るほど地域の人々から自分の職業に対して尊
敬と信頼、信用をより多く得て、自分の職業が
さらに繁栄するのであります。

ロータリーは奉仕の基礎を職業倫理において
おります。倫理？倫理とは何か？それは人が
正しく歩む道であります。人を泣かすような
行為をしてはいけない、人を欺いてもいけない、
非社会的、非人道的行為をしてはいけない、世
のため人のために尽くしなさい。というのが
倫理の教えであります。
職業の心（お金儲けの心）も奉仕の心（世のた
め人のために尽くす心）も一つの心であると
考えます。ですから、ロータリーにおいて倫理
に反する儲けは存在しない。もし人を欺き、泣
かせたお金が奉仕に使われていたとしたら、
果たしてそれは真の奉仕と言えるであろうか。
もし人を泣かせ欺いた人間が平気な顔をして
ボランティア活動をしていたら、それは偽善
者であります。

ロータリー活動において毎週１回の例会に出
席し、食事をし、卓話を聞いて寄付をして帰る。
卓話を聞きそして自らが卓話者として話しを
し、異業種の良質な人たちとの接触を通じて
ロータリアン自らが心を磨き、そして今まで
以上の知識と知恵を持ち自分の職業社会で「世
のため人のためになる仕事」を目指すのが職
業奉仕の実践であります。職業奉仕は毎週１
回の例会出席から始まるのでありますから、
これからもなるべく休まず皆出席を目指した
いと思います。

今期の職業奉仕活動としましては、前期に引
き続き出前授業と職場体験学習を予定してお
ります。
出前授業は豊津第一小学校と江坂大池小学校
の予定です。江坂大池小学校は10月18日に実
施予定です。講師は杦本会員にお願いしてお
ります。
職場体験学習の対象は豊津中学と豊津西中学

◆橋本（徹）会員
ニコニコよろしくお願い致します。
◆家村会員
本年度石﨑会長、井伊幹事、役員の皆様、
頑張って下さい。
◆髙木会員
石﨑会長、井伊幹事、新理事の皆様で
静かに出航されました。私はプログラ
ム委員を承り、ご協力よろしくお願い
申し上げます。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 39,000円
 累計のニコニコ箱 116,000円

の予定です。職場体験受け入れを承諾してい
ただいたのは、長屋会員・田中孝男会員・澁
谷会員・髙木会員・家村パスト会長・石﨑会長・
杦本会員・田中慶一会員・宮川パスト会長の
９社です。ご協力誠に有難うございます。ご迷
惑おかけすると思いますがよろしくお願い致
します。
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社会奉仕　大藤理事「新年度挨拶」

今年度も引き続き次の事業を行います。
①クリーンデーの実施
　8月1日にございますので宜しくお願いいたし
ます。
②クリーンエサカは先ほどの発表で7月7日に実
施いたしました。
③献血活動
　第１回は8月23日、第２回は未定。
④社会奉仕担当の炉辺談話
　11月15日18:00　くりーん亭に決定しており
ます。
⑤迷惑駐車追放パトロールの実施
　秋と春にございます。
⑥社会奉仕活動の地域プロジェクト
　今回は吹田市立こども支援センターへ、自転
車や三輪車で乗り越えるスロープを寄付する
ことになっております。現在あるものが老朽
化し、使用するのに危険であるため、変える
必要性があるとの要望に応えたものです。
　今回は寄付だけではなく、センターの要望を
踏まえて、ロータリアンと子供達との催しを
考えております。
⑦次年度への対策
　今年度から制度変更がありました。実質的に
は前年度に既に始まっていたものであります。
3月中に次年度の補助金請求を行わないとい
けないことです。今年度は新制度の理解不足
で補助金を使うことができませんでした。本
当に申し訳ございません。次年度は、12月に
次期社会奉仕委員長が決定次第、次々年度開
催の社会奉仕の決定と、補助金請求がスムー
ズにいくようにしていきたいと思います。
⑧委員会名の中で、交通安全特別委員会名がな
くなっておりますが、なくなったのではなく、
引き続き当クラブにて行います。澁谷副委員
長が兼務してとり行うことを追加でご報告い
たします。

ロータリーの目的は、
日々の仕事を通して世の中に貢献するために、
奉仕の心を育て向上させることです。奉仕と
は他人のために何かをすること、他人のニー
ズを充たすことを自己の使命と考えて行うこ
とです。ロータリーの目的は、職業を通して社
会のいろいろなニーズを充たすこと、とも言
えます。
職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズを
ほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねると
いうことです。それによって、自己の職業の品
位と道徳水準を高め、社会から尊重される存
在にすることが出来るのです。また、それに
よって日々の奉仕活動が行いやすくなり、効
果も向上するはずです。
ロータリアンは日常の職業活動を通して、自
分の職場の従業員、取引先の人たちやその関
係者、ひいては地域社会の人達の模範となり、
生きる力の根源である道徳的能力を向上させ
ることに努めているのです。このような仕事
の仕方を、ロータリーでは、職業奉仕と呼んで
います。

自分の職業を通して、社会に奉仕するのが職
業奉仕である。と考えていましたが、自分の職
業を通そうと通さずとも社会に奉仕するので
ありますから、この奉仕活動は社会奉仕であ
ります。ではこの言葉の中に職業奉仕が含ま
れないのかというとそうではありません。では、
どう区別するのか。それは奉仕に対しての受
益者が誰であるかで区別することが出来ます。
奉仕活動によって受益者が自分以外の地域の
人々、地域社会である場合は社会奉仕であり、
それと反対に奉仕活動で受益者が自分自身で
ある場合が職業奉仕であります。

ロータリー第２モットー「He Profits Most Who 
Serves Best」「最もよく奉仕するもの、最も多
く報いられる」の意味は、奉仕活動をすればす
るほど地域の人々から自分の職業に対して尊
敬と信頼、信用をより多く得て、自分の職業が
さらに繁栄するのであります。

ロータリーは奉仕の基礎を職業倫理において
おります。倫理？倫理とは何か？それは人が
正しく歩む道であります。人を泣かすような
行為をしてはいけない、人を欺いてもいけない、
非社会的、非人道的行為をしてはいけない、世
のため人のために尽くしなさい。というのが
倫理の教えであります。
職業の心（お金儲けの心）も奉仕の心（世のた
め人のために尽くす心）も一つの心であると
考えます。ですから、ロータリーにおいて倫理
に反する儲けは存在しない。もし人を欺き、泣
かせたお金が奉仕に使われていたとしたら、
果たしてそれは真の奉仕と言えるであろうか。
もし人を泣かせ欺いた人間が平気な顔をして
ボランティア活動をしていたら、それは偽善
者であります。

ロータリー活動において毎週１回の例会に出
席し、食事をし、卓話を聞いて寄付をして帰る。
卓話を聞きそして自らが卓話者として話しを
し、異業種の良質な人たちとの接触を通じて
ロータリアン自らが心を磨き、そして今まで
以上の知識と知恵を持ち自分の職業社会で「世
のため人のためになる仕事」を目指すのが職
業奉仕の実践であります。職業奉仕は毎週１
回の例会出席から始まるのでありますから、
これからもなるべく休まず皆出席を目指した
いと思います。

今期の職業奉仕活動としましては、前期に引
き続き出前授業と職場体験学習を予定してお
ります。
出前授業は豊津第一小学校と江坂大池小学校
の予定です。江坂大池小学校は10月18日に実
施予定です。講師は杦本会員にお願いしてお
ります。
職場体験学習の対象は豊津中学と豊津西中学

の予定です。職場体験受け入れを承諾してい
ただいたのは、長屋会員・田中孝男会員・澁
谷会員・髙木会員・家村パスト会長・石﨑会長・
杦本会員・田中慶一会員・宮川パスト会長の
９社です。ご協力誠に有難うございます。ご迷
惑おかけすると思いますがよろしくお願い致
します。


