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例会場
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例会日
役 員
つのテスト

●真実かどうか

第1541回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

しい区切りの一年となりました。
会長としてこの例会の大事な時間をいただ
き、
「月間テーマ」を中心に挨拶をさせていた
だきました。また会長という重責のある立場
のなかで、ロータリー活動に参加し敢行して
きますと、今までと違ったロータリーの大切
な役割を実感し、なお一層の理解が深まった
ように思います。
今日を迎えられたのも、心配りと責任感の
ある井伊幹事に支えられてきたお陰と心から
感謝いたします。また、理事会で積極的に議論
していただいた各担当理事、役員の方々、活躍
いただいた委員長の方々、そして会員の皆様
に心から感謝申し上げます。
次年度はRI 110周年、我がクラブは35周年
となり田中慶一会長、本田幹事はじめ理事・
役員の皆様の活躍を祈念するとともに、新井
ガ バ ナ ー 補 佐 エ レ ク ト、小 林IM委 員 長 に も
エールを送りたいと思います。
私自身大変寂しく心残りではありますが、
皆様にお礼を申し上げまして会長挨拶を終わ
ります。

平成26年7月7日

卓話 「新年度の挨拶」

田中
（慶）会長
井伊副会長
杦本SAA
「今年度主要行事予定」本田幹事

今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

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

一昨日はIM2組、12RCの元ガバナー補佐懇
親会がホテル阪急エキスポパークで開催され
ました。ガバナー補佐制度が設けられ12RCを
一巡したことから本年度の井上ガバナー補佐
が呼び掛けられました。我がクラブから瀧川
パストガバナー補佐、そして新井次年度ガバ
ナー補佐エレクトが出席されました。

幹事報告

井伊幹事

本年度最終例会になりました。2013年7月1
日の第1501回例会から、本日2014年6月30日の
第1540回例会となりロータリー年度にふさわ

次週 第1542回 例会予告

平成26年7月14日

卓話 「新年度理事挨拶」

クラブ奉仕
髙木理事
職業奉仕
西村理事
社会奉仕
澁谷理事
国際奉仕
橋本（芳）理事
青少年奉仕
紙谷理事
Weekly No. 1541は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1542は郷上委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

◦ロータリーの友より「ロータリーの友」誌、
電子版のご案内がとどきました。閲覧方法
につきましては、受付に置いてありますので、
ご覧下さい。
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社会奉仕委員会

大藤委員長

明日、7月1日はクリーンデーです。明日の担
当は江坂企業協議会ですが、メーキャップに
もなりますので、時間的に都合のつく方は参
加して頂きたいと思います。開始はサニース
トンホテル前に7:30となっています。
また、7月6日（日）はクリーン江坂です。集
合は10:00、豊津公園となっておりますので、
こちらの方も宜しくお願いします。

退会のご挨拶

◦米山奨学会より米山功労者のメダルが届き
ましたので表彰します。
第３回米山功労者 由上会員
第２回米山功労者 澁谷会員
第１回米山功労者 阿部会員・髙木会員

𠮷田会員

平成５年に入会しまして21年間有難うござ
いました。全国組織の会社より地域会社とし
て平成４年にROS西日本を設立しました。

◦持ち廻り理事会議事録
毛利会員の出席免除願いについて、承認
されました。
会員職業分類の変更について、承認され
ました。
家村会員 料理店→不動産管理
紙谷会員 土木建設業→建築

設立にあたり
親族は会社に入れず従業員に会社を継承
する。
利益はできるだけ多く従業員に還元する。

出席報告

事業は順調に推移し従業員の年収も設立2年
で倍増でき、関連会社も２社設立して、３社で
運営して参りました。

誕生御祝−７月

平成15年に人材派遣会社を従業員に事業継
承し、相談役となり経営を委譲して当初は右
肩上がりの成長でしたが、近年は成長がにぶ
り今回廃業する事態となり、私の職業分類の
人材派遣が無くなり、けじめとして退会を決
意いたしました。

澤井委員長
●会 員 数 50名 ●来
客
0名
●出席会員数 43名 ●本日の出席率 91.49％
●6月9日の出席率（メーキャップを含む） 100％

会員
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和

12 年
30 年
19 年
22 年
20 年

会員夫人

私の反省点は
従業員に実力以上の報酬を支給したこと。
従業員への事業継承は会社規模が小さく
従業員間の競争が無く、順番制で代表者
が決まる結果となり失敗であった。

7 月
７月
7 月
7 月
7 月

4 日
6 日
18 日
22 日
31 日

水間会員
西村会員
石﨑会員
小林会員
家村会員

7
7
7
7
7

1 日
12 日
17 日
22 日
27 日

橋本（芳）
会員夫人
井伊会員夫人
阿部会員夫人
本田会員夫人
尾家会員夫人
以上5名

月
月
月
月
月

次年度幹事報告

今後は、事業からはずれ終活に専念いたし
ます。

以上5名

退会のご挨拶

本田次年度幹事

◦本日例会後、次年度第１回理事会を開催致
します。理事の方はご出席ください。
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島田会員

ニコニコ箱

橋本（徹）SAA

◆石﨑会長
一年間ご協力いただきありがとうござい
ます。
◆井伊会員
本日は2013-2014年度最終例会です。幹事
の勤め皆様のご協力により無事終了でき
ます。ありがとうございました。
◆田中（慶）会員
石﨑会長、１年間ごくろうさまでした。
◆鈴木会員
会長、幹事、この一年間ご苦労様でした。
◆瀧川会員
石﨑会長、井伊幹事、お疲れさまでした。
◆尾家会員
石﨑会長、理事の皆さん、一年間お疲
れ様でした。
◆宮川会員
石﨑会長、井伊幹事様はじめ役員の皆
様、ご苦労様でした。
◆仲辻会員
石﨑会長、はじめ理事、委員の方々、大
変御苦労さまでした。
◆家村会員
石﨑会長、井伊幹事、そして役員の皆様、
１年間御苦労様でした。
◆阪本会員
石﨑会長、井伊幹事、１年間ご苦労様
でした。
◆青木会員
１年間拙い進行で皆様にご迷惑をおか
け致しました。
◆髙木会員
会長、１年間ごくろうさまでした。理
事の皆様、委員の方々、ありがとうご
ざいました。
◆田中（孝）会員
役員の皆様、一年間おつかれさまでし
た。
◆清水会員
クラブ奉仕委員長として一年間お世話
になりありがとうございました。
◆阿部会員
石﨑会長、幹事、役員皆様、１年間ご苦
労様でした。
◆長屋会員
石﨑会長年度、皆さんお疲れ様でした。
◆中堀会員
ありがとうございました。
◆西村会員
１年間ニコニコ箱へご協力ありがとう
ございました。
◆橋本（徹）会員
１年間ニコニコありがとうございまし
た。次年度もよろしくお願い致します。
──────────────────
本日のニコニコ箱
61,000円
累計のニコニコ箱
1,679,550円
──────────────────
６月最終月は入会年度順の席にさせてい
ただいております。
−3−

卓
話
「一年間の総括」

石﨑会長

振 り 返 り ま す と 昨 年3月23日、国 際 ロ ー タ
リー第2660地区・会長エレクト研修セミナー
（PETS）に参加し、IM2組次期会長と顔合わせ
の後「東日本大震災支援の方法について」のバ
ズセッションによる発表指名がありました。
会長としてこれから「何とかなるだろう」の安
易な気持ちが一瞬に消え去りました。
RI会 長、ロ ン・Dバ ー ト ン 氏 の テ ー マ は
「Engage Rotary Change Lives」で、日 本 語 で
は「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生
を」と訳されています。
それを基にRI第2660地区ガバナー、福家 宏
氏は「感動の体験を！人々にも、自身にも」さ
らに「参加し、敢行しよう!!」を方針とされま
した。
私は、クラブの土台を変えることなくロー
タリーの価値観に従い、地域社会にこれらの
価値観を広めるクラブの改革を敢行しなけれ
ばならないことから「クラブの伝統を継承し、
改革への挑戦」を基本テーマとしてきました。
まず、5つの主たる活動方針における総括とし
て・・・。
１．会員の維持と増強「プロジェクト50」
本年度は堀会員、佐藤会員、木下会員の3名を
「良き友あらたに我らの苑に・・・」迎えるこ
とができました。目標の純増2名プラス1名で
達成できました。河邉会員増強委員長はじめ
委員の方々ご尽力いただきました。
＊6月30日退会による会員身分について、地区
へ確認したところ7月1日の会員数（人頭分担
金を支払った会員数）をその年度のスタート
カウントしていることから、6月末在籍（会員
数）として問題ないとのことでした。
２．地区補助金による「クリーンウォータープ
ロジェクト」
タイ・ナコンパノムRCとの共同事業が成功し
ました。しかし、タイ国政情不安により、贈呈
式訪問が叶わず残念な結果となりました。
３．
「吹田市こども発達支援センター」への屋
外スロープ寄贈
スロープ寄贈式には井上哲也吹田市長が出席
され感謝状を受けました。またセレモニーに
はサプライズゲストとして木瀬部屋の6名のお
相撲さんに来ていただきました。こども達は
びっくりして相撲教室を楽しんでいました。
我がクラブより木瀬部屋様へ感謝状と皆様か
らご寄附いただいた費用でお米券を購入して
送らせていただきました。
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ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ

４．職場体験学習「地域中学生」
今年は「豊津西中学校」生徒の体験学習が実施
されました。会員9事業所より受け入れの申し
出をいただき、結果3事業所で行いました。ま
た江坂大池小学校と豊津第一小学校での杦本
会員による出前授業も行われました。
５．米山奨学生、
「謝 雯さん」のお世話
荻田米山委員長によるカウンセラー、そして
皆様のご協力で、今年3月お世話が終りました。
謝さんは、4月から大連の中国企業に就職され
ました。
以上、5つの目標が完遂できましたことをご報
告いたします。
一年間の総括については、清水クラブ奉仕、
長屋国際奉仕、大藤社会奉仕、榎原職業奉仕、
木田新世代奉仕各担当理事から詳細にわたり
活動報告がなされました。私は所感的内容で
述べさせていただきます。
〇当クラブでは本年度より「新世代奉仕」を加
え5大奉仕に改変しました。しかし途中「青少
年奉仕」と呼称が変わりました。木田理事は一
代限りの「新世代奉仕担当理事」になりました。
本年度は、吹田ローターアクトクラブから8名
のメンバーをお呼びし、クラブフォーラムを
開催しバズセッションによる意見交換をおこ
ない橋渡し事業をしました。
〇親睦活動では、大阪海遊館での夏の移動家
族例会は、VIPルームを貸し切っての楽しい家
族会でした。USJでのクリスマス家族会は変装
あり、華やかなショーなど夢の世界を楽しみ
ました。春の家族会では私の推奨京料理、京都
「松山閣 松山」で開かれました。
（紙谷親睦委員長、SAAの皆様に活躍いただき
ました）
「海遊館には、私の家族4人(孫3人)参加し、USJ
には6人(孫4人)参加してくれて家庭内親睦が深
くなりました」
〇澤井出席委員長による本年度出席状況報告
も、皆さんの協力で出席率100%の維持ができ
ました。会員皆様が健康であることの証明で
もあります。

事務局より2014−2015年度、第2組の「IMホス
トクラブ」受諾と「2013−2014年度 ガバナー
補佐ノミニー」の選考要請がありました。
ガバナー補佐の選出には苦しい思いをいたし
ました。資格はクラブ会長を務めた経験とい
うことで、パスト会長へ直接アプローチを諮
りましたが提出期限内の受諾には至りません
でした。3 ヶ月経過し、ガバナー事務局からも
催促があり今年の新年互礼会にて選出せざる
を得ませんでした。結果、瀧川パストガバナー
補佐の尽力を得て、新井パスト会長が指名され、
その後承諾をいただきました。同時に田中(慶)
会長エレクトの要請で小林パスト会長に次年
度IM委員長を受諾していただきました。そし
て吹田西ロータリクラブの名誉と伝統が継承
された瞬間でもありました。
〇ロータリー財団寄付目標
$150 ／一人の達成率88%。ポリオ基金$50×50
＝$2,500 合計達成率121%
〇米山記念奨学会寄付目標
￥30,000 ／一人の達成率73.7%。
〇災害復興支援のための地区基金、1クラブ5
万円寄付
〇ポリオ拡大懸念
世界保健機構(WHO)は5月5日,パキスタンやシ
リアなど10 ヶ国でポリオ感染が拡大傾向にあ
り、国境を越えて広がるケースも出ていると
して「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急
事態」を宣言、各国に予防接種の徹底など警戒
を呼び掛けた。ポリオの予防接種を受けてい
ない大量の避難民が周辺地区に流出し、感染
拡大の恐れが出ている。同地を実効支配して
きた「パキスタン・タリバン運動(TTP)」が2
年前からポリオワクチンの接種を禁じてきた
ためです。
理由は、
「パキスタンでは、2011年に暗殺された、
ウサマ・ビンラディン容疑者の捜査で、米国
が予防接種を装いスパイ活動を行ったからだ」
とされている。今年の感染者数は世界で103人
だが、うち82人がパキスタンだった。
おわりに・・・
青木副会長、スムーズな例会進行ご苦労さま
でした。
高木プログラム委員長、甲子園球場のウグイ
ス嬢に勝るとも劣らない美声での卓話紹介お
疲れさまでした。
井伊幹事、私の足らないすべての事を補って
いただき感謝します。引き続き、次年度は副会
長として大変ですが、クラブのためにご尽力
願います。

〇ニ コ ニ コ の 目 標150万 円 も、本 日 累 計
1,679,550円となりました。5月26日に年間目標
を達成しました。橋本(徹)SAA筆頭に、中堀、
宮川、荻田、西村、山岡、各副SAAの皆様のく
す玉割りセレモニーは最高でした。
〇会長の重責を感じる中で、想定外のことも
ありました。
昨年9月、ガバナー補佐訪問、ならびにガバナー
公式訪問が終わり、一息と思いきや、ガバナー

皆様一年間ご協力いただきありがとうござい
ました。
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