SUITA EWST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN
Weekly No.1515 ／ 平成25年11月18日

国際ロータリー第2660地区

吹田西ロータリークラブ
ウイークリー 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
新大阪江坂東急イン
〠564-0051 吹田市豊津町9番6号 ☎（06）6338-0109
毎月曜日 18:00〜19:00
会長：石﨑克弘 幹事：井伊圭一郎 会報委員長：田中孝男

例会場
例会日
役 員

4

つのテスト

●真実かどうか

第1515回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

名）3名の職場体験学習を行いました。1日目
は会社業務案内、電気回路についての説明、2
日目はCADの使い方、回路接続練習、3日目は
練習した設計データの完了品を確認させまし
た。皆、真剣に取り組んでいました。
今回の職場体験学習では、9社の会員企業受
け入れ先をいただいておりますが、榎原職業
奉仕委員長へご報告いただきますようよろし
くお願い申し上げます。

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
今週の歌「白虎隊」

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

石﨑会長

本日例会も喜ばしい日となりました。木下
基司さん、吹田西ロータリークラブへの入会
おめでとうございます。奥様、ようこそおいで
下さいました。ごゆっくりおくつろぎください。
良き友になっていただけるよう、よろしくお
願い致します。後ほど入会式を執り行います。
11月3日、ガンバ大阪は熊本を４−０で下し
1年でのＪ１復帰を決めました。後はＪ２優勝
を決めてもらいたいものです。
今日11月11日、日本記念協会は「サッカー
の日」としたようです。イレブン、イレブンで
決まったようです。
私の会社では、11月6日〜8日まで3日間、吹
田市立豊津西中学校の生徒（男子2名、女子1

米山功労者感謝状

清水会員

米山功労者感謝状

伊藤会員

ロータリー財団月間

次週 第1516回 例会予告

平成25年11月25日

卓話 「次世代の海外経験の学び」

関西大学国際部
教授 澤山利広様
髙木会員ゲスト
Weekly No. 1515は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1516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）

米山奨学生 謝 雯さんに奨学金授与
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新入会員紹介

ス

ト

新入会員夫人
大阪北梅田RC
米山奨学生

堀委員
木下 幸恵 様
寺岡 龍彦 様
謝
雯
様

出席報告

澤井委員長

●会 員 数 50名 ●来
客
3名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 93.33％
●10月7日の出席率（メーキャップを含む） 100％
○姓

誕生御祝−１１月

名 … 木下 基司

幹事報告

井伊幹事

◦理事会報告を致します。
①1月プログラムについて承認されました。
②新入会、木下会員の所属委員会について
親睦活動委員会とする。
③事務局保管資料の処分について、会長、幹
事に一任する。
④社会奉仕委員会、スロープの寄贈につい
て報告をした。
◦先週、榎原、木田両会員にお手伝いを頂き、
事務局保管資料の整理をしました。玉城元
会員のご好意で長い間預かっていただいて
いた物も持ち帰りました。今までの感謝状、
表彰状、及びその時々の記念品等です。Tシャ
ツは残っていませんでした。事務局に保管
スペースがないので、最近の物を省き、その
当時の会長はじめ、理事、委員長にお渡しし
たく思います。次週の例会時に準備致しま
すので、お持ち帰り下さい。尚、記録につき
ましては、クラブ概況25周年誌に記載、以
後はその年度毎のクラブ概況に記載してお
ります。
◦米山奨学会よりクラブに第32回米山功労ク
ラブの表彰が届きましたので回覧致します。
◦米山功労者の感謝状が届いておりますので
お渡しします。
第1回功労者 伊藤会員・清水会員
◦先日のガバナー訪問の折の写真ができ上が
りましたのでお配り致します。
◦ロータリーの友11月号が届きましたので
BOXへお配りします。
◦月信11月号にIM第2組会長のご挨拶が載っ
ています。当クラブ石﨑会長のご挨拶もあ
ります。回覧しますのでご覧下さい。
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結婚御祝−１１月
昭和 39 年 11 月 3 日
平成 16 年 11 月 4 日
昭和 52 年 11 月 8 日
11 月 9 日
昭和 53 年 11 月12 日
昭和 53 年 11 月16 日
昭和 51 年 11 月23 日
昭和 53 年 11 月23 日
昭和 38 年 11 月24 日
昭和 59 年 11 月24 日
昭和 47 年 11 月26 日

田中（慶）会員ご夫妻
澁谷会員ご夫妻
井伊会員ご夫妻
永田会員ご夫妻
青木会員ご夫妻
矢倉会員ご夫妻
由上会員ご夫妻
坂口会員ご夫妻
仲辻会員ご夫妻
田中（孝）会員ご夫妻
石﨑会員ご夫妻
以上10組

米山記念奨学会委員会

荻田委員長

本日、大藤会員、山岡会員、榎原会員、宮川
会員、髙木会員より、特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

ロータリー財団委員会

山岡副委員長

本日、橋本（徹）会員、大藤会員、河邊会員、
田中（孝）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。

親睦活動委員会

紙谷委員長

12月16日（月）開催のクリスマス移動家族
例会について参加申込用紙を配布いたしまし
た。ご家族、親戚の方にもお声掛けいただき大
勢で盛り上がる例会にしたく思っております。
入場券（パスポート）は12月第1回目例会にお
配り致します。当日の開園時間は９:00ですの
で、9:00以降でしたら何時からでも入場でき
ます。

又、仕事、学校の都合で夕方からでないと参
加できない方につきましては「江坂東急イン
前16:00発→USJ」帰路「USJ→江坂東急イン着」
でチャーターバスを用意できればと思います
が、お1人2,000円（往 復）で30名 集 ま り ま し
たらチャーターしたく思いますので、出欠、バ
スを利用されるかどうかをご返事下さい。

社会奉仕委員会

大藤委員長

⒈今週金曜日、11月15日、18:00、くりーん亭に
て炉辺談話を行います。制度が変更された地
区補助金について、皆様のご意見をお聞きし
たいと思います。
⒉11月1日当クラブ担当のクリーンデーを行いま
した。当クラブから12名、サニクリーン様、東
急イン様、ビケンテクノ様より各1名ご参加い
ただきました。来月12月1日は日曜日ですので、
ございません。

ニコニコ箱

◆澁谷会員
寒いです。お客様が来ません。
──────────────────
本日のニコニコ箱
47,000円
累計のニコニコ箱
618,000円
──────────────────
◎橋本（徹）SAA
今月は血液型毎に席を設けております。
A 型 23人
B型
7人
O 型 12人
AB型
7人

西村副SAA

◆水間会員
長男に内初孫、男の子が出来ました。
◆石﨑会員
木下基司新会員をお迎えして。
ガンバ大阪Ｊ１復帰を祝して。
◆家村会員
新入会員、木下基司さんの入会を祝して。
◆家村会員
5日、母（よし江）の葬儀には沢山のメ
ンバーの皆様、御参列をいただきあり
がとうございました。
◆河邊会員
木下基司新会員様、ご入会お目出とう
御座居ます。
◆田中（慶）会員
木下新入会員を迎えて。
◆新井会員
ダブルペリア方式で2日連続優勝。ダブ
ルペリアはいいですね。
◆大藤会員
今週金曜日、炉辺談話、多数ご参加お
待ちしております。
◆井伊会員
結婚記念日のお花ありがとうございま
した。
◆阪本会員
バッチを忘れました。
◆坂口会員
いいことがありました。
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話

「ロータリー財団月間」

由上委員長

①アーチ・クランプ
6人目のRI会長
1917年RI会長時に「世界に良いことを」を提唱
カンザスシティ RCから＄265の寄付金
1928年ミネアポリス国際大会でロータリー
財団として認証
ロータリー財団の父
②寄付金 1人＄150以上
寄付控除
各クラブの平均寄付金により、補助金は80〜
100%と異なる
当クラブは現在会員50名中18名で山岡副委
員長が努力してもらっています
為替の問題もあるので好きな時にして下さい
③次年度の問題
⒈2014年2月15日の補助金管理セミナーに
出席
⒉2014年4/1〜５/31地区財団小委員会に事
業提出。DG、MGが行えない。
⒊補助金は高額なので、当クラブとして何の
事業をするかをフォーラムを通じてまと
めてゆくこと。
④ロータリー財団（3つの補助金）
DG 40万円以上の事業で補助金は事業の
半分近い金額
MG ６つのテーマ限定＄３万以上の事業
補助金は＄15,000〜＄200,000
PG 戦略的事業 養護、起業
⑤財団の財政状況
TRF ＄181,297,283.06（2012〜2013）
地区 3,000万円 → 4,000万円（年間毎年増加
方向に有り）
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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
「米山奨学生」
米山記念奨学会

米山記念奨学会委員会
荻田委員長
奨学生

謝雯さんの紹介

本年度、吹田西ロータリークラブの奨学生、
謝雯さんをご紹介します。
謝雯 さんは、1986年2月15日生まれ、中国
ハルビンのご出身で、現在、大阪大学大学院理
学研究科で化学を専攻されています。大学院
は博士前期課程（マスターコース）です。2年
間 の 課 程 で、2012年4月 に 入 学 さ れ、来 年
2014年3月ご卒業の予定です。中国大連大学
で環境科学を勉強され、2010年4月に来日され、
東日本大震災も千葉で経験されました。
今、修士論文作成のため、研究室に入り浸り
の生活を過ごされているようで、毎日、朝早く
から夜遅くまで研究生活に明け暮れておられ
るようです。
「米山奨学生」

米山奨学生

親に頼みました。その結果、親も条件として放
射能の影響のない所であればという事で納得
しました。そこで大阪のYMCA日本語学校に転
校する事になりました。
大震災と福島原発事故、特に放射能汚染と
いう環境汚染に直面した事で、エネルギーと
いう環境汚染問題（原子力エネルギー、化石燃
料エネルギー）について考え始めました。太陽
光発電はクリーンエネルギーであり、脱原発
も夢ではなく、化石燃料による環境汚染も改
善される。しいては水汚染浄化電源にも利用
できると考えるようになりました。そのよう
な考えから、太陽光発電に狙いをつけました。
2012年4月に大阪大学大学院に入学し、効
率的太陽電池を研究し、多忙な日々をおくっ
ておりますが、充実したやりがいのあること
なので、もっと頑張りたいと思います。
ロータリーの皆様の寄付金からの奨学金で、
アルバイトをせずに、一意専心、研究ができ、
心から感謝しております。

謝 雯 さん

−クラブ俳句同好会−

新米を抱へし嫁の笑顔かな

み かよ

久 美 子

兼題 ﹁新米﹂﹁夜長﹂及び当季雑詠

ハミングを炊き込んでゐる今 年 米

山
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牛

長き夜の眼鏡・鉛筆・広辞苑

あ き ら

誕生日

八十四命果報の秋深し

私は謝雯と申します。出身は、今、日本でも
ニュースになっている中国のハルビンです。
中国の環境汚染問題、特にハルビンでも水汚
染が深刻であったことから、大学では環境科
学を専攻し、2010年に卒業しました。
在学中、日本の水浄化の技術は素晴らしく、
琵琶湖をはじめ、数々の河川で浄化されたこ
とを知り、日本に留学する決心を致しました。
日本語を十分に習得する必要があると考え、
2年間は専ら日本語を学ぼうと、千葉の日本語
専門学校に入学しました。入学後は学ぶ傍ら
幼稚園の園児に中国語、英語の歌等を教える
アルバイトをして楽しく充実した日々を過ご
しました。ところが、2011年3月11日の大震
災で状況が一変しました。中国でも大々的な
ニュースになったことから、親が放射能を非
常に心配し、帰国せざるを得なくなりました。
帰国したものの、私の夢は何も叶っており
ません。日本に戻りたい、夢を叶えたいで一心、

第三百十八回句会

【今後の予定と兼題】
第三百十九回句会 平成25年12月9日
兼題 「師走一切」「冬期雑詠」当季雑詠 ※出句は7句

