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つのテスト

●真実かどうか

第1514回例会

●みんなに公平か

平成25年11月11日

卓話 「ロータリー財団月間」
由上委員長
「米山奨学生」
荻田委員長
奨学生 謝 雯 さん
今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

先週内容
会長挨拶

石﨑会長

『良き友あらたに吾らの苑に
笑顔あふれて集いてきたる』
新入会員、佐藤原二さん、仲良くお願いしま
す。奥様ごゆっくりおくつろぎ下さい。

●好意と友情を深めるか

館跡に設立）、1963年（昭和38年）佐賀西高等
学校（北高、東高）に分離されました。私はこ
の年最後の佐賀高校卒業です。
（翌1964年は
東京オリンピック）来月、11月10日、高校卒
業50周年記念同窓会があります。
教育目標「Educational Goal」は次世代の日
本・世界をリードする人材の育成。創立以来
137年にわたる歴史を有する校是であります。
「質実剛健・鍛身養志」がモットーです。
藩校・弘道館は、佐賀藩主鍋島直正の教育
改革により大きく発展し、大隈重信、江藤新平
をはじめとした明治の偉人を数多く育てまし
た。明治2年の版籍奉還後、弘道館という名称
はなくなりましたが、その伝統は現在の佐賀
西高に引き継がれています。
江戸時代に完成した佐賀城は、栄の城として、
栄城という別名でよばれていました。その城
内 跡 地 の 一 角 に 建 て ら れ た 校 舎 は「栄 城
［EIJO］」と親しみを込めてよばれています。
私は今年から、在阪同校出身の「関西栄城同
窓会」の会長を務めています。
全国高校野球選手権大会
・1994年8月 佐賀県立佐賀商業高等学校
第76回全国高校野球 優勝
・2007年8月 佐賀県立佐賀北高等学校
第89回全国高校野球 優勝

本年度も4か月経過しました。ガバナー公式
訪問も終え、一息ついたところで、本日は「私
のふるさと高校編」を紹介します。
私の母校、佐賀県立佐賀高等学校は1876年
（明治9年）旧制佐賀中学として開校（藩校弘道

佐賀と言えば：吉野ヶ里遺跡、有田焼、伊万
里焼、唐津焼、武雄・嬉野温泉、有明海、玄界灘、
佐賀牛、ムツゴロウ、がばいばあちゃん、サガ
ン鳥栖。
佐賀では毎年インターナショナルバルーン
フェスタが開催されます。今年は10月31日〜
11月4日です。皆様、一度佐賀へお出かけくだ
さい。

ロータリー財団月間

次週 第1515回 例会予告

●みんなのためになるかどうか

平成25年11月18日

卓話 「社会奉仕について 炉辺談話報告」 大藤委員長
「体験と将来に備えて」
中堀パスト会長
Weekly No. 1514は郷上委員が担当しました。
Weekly No. 1515は田中（孝）委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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新入会員紹介

誕生御祝−１１月
会員
昭和 4 年 11 月 8 日
昭和 38 年 11 月17 日
昭和 34 年 11 月29 日

仲辻会員
長屋会員
大藤会員
以上3名

会員夫人

○姓

名

…

11 月 1 日
11 月 4 日
11 月 4 日
11 月18 日
11 月20 日
11 月27 日

佐藤 原二

幹事報告

社会奉仕委員会

井伊幹事

◦千里RCより講演会のお知らせが届きました。
パンフをBOXへお配りしましたので、ご希
望の方は裏面にご記入後、事務局までご提
出ください。

大藤委員長

11月15日（金）午後6時より、くりーん亭にて
炉辺談話を行います。

親睦活動委員会

紙谷委員長

12月16日（月）ク リ ス マ ス 家 族 例 会 をUSJ
Japanで行います。吹田西RCだからこそ実現で
きるイベントにしたいと思っております。ご
家族、お子様、お孫様のご参加をお待ちしてお
ります。
次回例会よりご案内（申込）させていただき
ます。

日時：平成25年（2013年）12月8日（日）
午前10時〜11時30分（受付は9時30分から）

会場：千里ニュータウンプラザ2階大ホール
吹田市津雲台1丁目2−1 阪急南千里駅下車すぐ

内容：講演「認知症を知ろう」
〜予防・早期発見・治療・ケア〜

講師

山岡会員夫人
澁谷会員夫人
堀 会員夫人
宮川会員夫人
榎原会員夫人
由上会員夫人
以上6名

大阪市立弘済院附属病院
神経内科・精神神経科部長

中西 亜紀 先生
◦本日、例会終了後理事会が開催されますので、
理事役員の方はメイプルルームにお集りく
ださい。

ゲ

ス

ト

荻田委員長

本日、紙谷会員、坂口会員、澁谷会員、瀬川
会員、小川会員、伊藤会員より、特別寄付を頂
きました。ご協力ありがとうございました。

堀委員

ゲスト入会

佐藤 原二 様

新入会員夫人

佐藤 朋子 様

出席報告

米山記念奨学会委員会

野球同好会

清水会員

第25回第2660地区ガバナー杯争奪
軟式野球大会 第3戦のご案内
第3戦予定
日時：11月10日㈰ 9:00試合開始
場所：関西電力神戸ポートアイランドグラウンド
相手：宿敵！八尾東RC

澤井委員長

●会 員 数 49名 ●来
客
1名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 95.00％
●9月30日の出席率（メーキャップを含む） 100％
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ニコニコ箱

卓

西村副SAA

◆石﨑会長
新入会員 佐藤 原二 さん をお迎えして。
◆宮川会員
選考委員会欠席のお詫び。
◆瀧川会員
佐藤会員をよろしくお願い致します。
◆紙谷会員
佐藤さんをお迎えして。
◆橋本（徹）会員
佐藤さんをお迎えして。
◆阪本会員
橋本徹也さんにしつこく言われました。
◆清水会員
佐藤原二さんの入会を祝して！
野球部入部をお待ちしております。
◆本田会員
佐藤会員をお迎えして。
◆伊藤会員
大阪マラソン完走しました。来年また
がんばります。
──────────────────
本日のニコニコ箱
27,000円
累計のニコニコ箱
571,000円
──────────────────
◎西村副SAA
今月は12星座別の席です。
12星座 運勢ランキング
１位 うお座
２位 かに座
３位 さそり座
12位 しし座

話

「米山月間に因んで」
米山記念奨学会

荻田委員長

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会とは、
日本に在留している外国人留学生に対し、日本
全国のロータリアンの寄付金を財源として、奨
学金を支給して支援する民間の奨学団体です。
日本のロータリー地区が共同で運営する奨学
財団です。
奨学金の支給対象は、日本の大学・大学院で
学ぶ外国人留学生です。
☆毎年約700人の私費外国人留学生を採用し
ています。
☆日本のロータリアンとの交流によって、将来、
日本と世界とを結ぶ懸け橋になる人材を育て
ています。
（日本人留学生の派遣は行っていま
せん）
1952年、日本で最初に設立されたクラブ、東

10月のニコニコ目標、皆様のご協力に
より達成致しました。
2 ヶ月振りのセレモニーです。
来月もよろしくお願い致します。

京ロータリークラブが、日本のロータリーの
創始者と呼ばれる米山梅吉氏の功績を記念し
て始めた国際奨学事業が、国内の全ロータリー
地区の合同事業に発展したものです。
米山への寄付には「普通寄付金」と「特別寄付
金」の2種類があります。
☆普通寄付金は、半期に一度、各クラブで決
まった一人分の金額を会員数分送金する寄付
です。当クラブは、普通寄付金5,000円、特別
寄付金目標30,000円です。
☆特別寄付金は、任意でいただく寄付で、個人
寄付・法人寄付・クラブ寄付の3種類があります。
累計額に応じた表彰制度があります。
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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
「職業奉仕月間に因んで」
職業奉仕

11月6日〜8日に髙木会員の吹田ヤクルト販売
で、接客販売業の体験学習に6名、家村パスト
会長のくりーん亭での接客販売業の体験学習
に6名、石﨑会長の大阪サーキットでの電子回
路設計体験学習に3名の受け入れが決定してお
ります。子どもの受け入れには大変な労力が
いると思いますが、よろしくお願い致します。
次年度の職場体験学習・職場見学の受け入れ
可能な事業所をまた募集したいと思いますの
で、出来るだけ多くのご応募をお待ちしてお
ります。11月頃3日間の予定になっております。

榎原委員長

今期、職業奉仕委員長を担当しております榎
原です。前職業奉仕委員長の澁谷会員より引
継ぎまして、職業奉仕の一環として出前授業
を江坂大池小学校と豊津第一小学校で、職場
体験学習を豊津西中学校と豊津中学校で実施
すべく各学校に澁谷会員とともに案内させて
いただきました。
今期初めての出前授業を10月18日に江坂大池
小学校にて実施致しました。講師は大日電子
の杦本会員に担当していただき、
テーマとしては
小型人工衛星「まいど1号」の装置製作に関
わった方から、大阪から人工衛星を打ち上
げた経緯や携わった人々の思いについて話
を聞く。
夢を持ち、目標（目的）に立ち向かう大切さ
を説く。
挨拶の大切さや掃除の大事さを説明して、
日頃の生活で実践する。
児童一人ひとりが自分の将来の夢や仕事に
ついて話し合ったり考えたりする学習の場
とする。
当日は授業参観日となっており、体育館にお
いて3・4時間目に4・5年生合わせて122人と
保護者10名ほどを対象に行い、吹田西RCより
家村パスト会長、阪本パスト会長、紙谷会員、
本田会員、大藤会員、私榎原、そして講師の杦
本会員、アシスタントの山崎様が参加しました。
次 回 は11月26日、豊 津 第 一 小 学 校 で5年 生
172人を対象に同じ内容で行う予定です。時間
の取れる会員はぜひご参加お願い致します。
職場体験学習につきましては、9事業所より受
け入れ表明していただきましたが、今年度は
豊津西中学校より3事業所に応募がありました。
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この間の職業奉仕委員長会議に出席した時に、
茨木・茨木東・茨木西の3つのクラブが合同で
出前授業・職場見学の募集をしているのを知
り ま し た。資 料 に は 約30事 業 所 が リ ス ト に
載っており、テーマも書いてあるので、学校側
も応募しやすいと思います。吹田も3つクラブ
があるので、出来るものなら相談してみても
いいかなと考えております。
この間、福家ガバナーが公式訪問の時に言わ
れていましたが、主婦でもロータリーに入会
できるようになったこと、皆さんはどう思わ
れますか？これはガバナーも反対されておら
れましたが・・・家事も大変な仕事だとは思い
ます。が、職業と言ってしまうのはいかがなも
のでしょうか？これではロータリーの根幹で
ある職業奉仕の理念が崩れてしまうのではな
いでしょうか？職業奉仕、この言葉は難解で
完全なるロータリー用語であり、辞書には載っ
ていません。職業奉仕とは奉仕活動すること
によって尊敬と信頼、信用を得て自分の職業
が繁栄し、自分が受益者になることであると
理解しております。いくら新入会員増強のた
めであってもこれでは他の奉仕団体なんかと
変わらなくなってしまうのではないでしょう
か？ぜひとも是正していただきたい問題です。
あと新入会員紹介に関してなのですが、はっ
きりとした規定・手順を知らしめていただき
たい。せっかく一生懸命口説き落として入会
希望者を連れてきても却下された時は、希望
者はロータリーに対し悪い印象しか持たない
し、紹介者も立場がなくなり大変嫌な思いを
することになります。新入会員を募集するの
はいいですが、こういう場合はこうなりますよ、
という具体的な説明をぜひお願いします。

