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例会場

4

例会日
役 員
つのテスト

●真実かどうか

第1542回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

した石﨑前会長の功績を無にしないように一
年間の任期を精一杯やり抜こうと思っており
ます。皆様のご協力とご支援の程を宜しくお
願い致します。

平成26年7月14日

卓話 「新年度理事挨拶」
職業奉仕
社会奉仕
国際奉仕
青少年奉仕

西村理事
澁谷理事
橋本（芳）理事
紙谷理事

コロンボセントラル RC 会長からのメッセージ
Dear Rotarians of Suita West RC

今週の歌「四つのテスト」

田中
（慶）会長

米山奨学生 金ジャンディさんに奨学金授与

We wish your incoming President and The
Board and all the members a very happy and
successful year ahead in Rotary Service.

昨日、北の大地で石川遼が１年８ヶ月振り
に優勝し、久々にテレビで感動しました。女子
では韓国に優勝をもっていかれましたが、横
峯さくらが頑張りました。

Merrick Peiris
President 2014-2015
Rotary Club of Colombo Central

本年度も第一回目の例会を迎えました。ク
ラブに所属し18年まさかこの年になり会長の
重責を担うことになろうとは、夢にも思いま
せんでした。由緒あるクラブにて点鐘を打つ
事になり心引き締まる思いです。昨年度に精
力的な活動で、多くの実績を重ねてこられま

次週 第1543回 例会予告

2014-Jul-01

It is indeed with great pleasure that I send this
message with good wishes to your club
‒Suita-West Rotary Club, Suita-City, Japan at the
installation of your new incoming President
Keiichi Tanaka San.
I wish to note the close friendship and bonds
formed between our two clubs in serving the
community with humanitarian service. Our two
clubs signed a sister club agreement in 1988
during late Rotarian PP Luxman Ratnayake's
time and your club supported us to build 80
houses in Kesbewa Rotary Village. Your club
also support us very generously with many
projects including the Alawwa Vocational
Training Centre, the chemeotherephy ward at
Maharagama Cancer Hospital, computer center
to Alawwa VTC among many others.

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

吹田ロータリークラブの皆さん

2014年7月1日

今回、田中慶一新会長の就任に当たり、貴クラ
ブへお祝いのメッセージを送るのは私の大きな
喜びです。
人道的奉仕を通じてお互いのクラブが友好関係
を築き、固く結ばれていることをここに指摘した
いと思います。我々のクラブは、故ＰＰラクスマ
ン・ラタナヤケ氏の生前、1988年に姉妹クラブの
協定を結びました。そして、貴クラブはケスベワ
地区に80戸の住宅を建てロータリー村を開設し
て我々の事業を援助してくれました。貴クラブは
また様々な事業に援助をしてくれました・・・

平成26年7月21日

卓話 「前年度決算報告」

本田直前会計
阪本直前会計監事
「前年度事業報告」
井伊直前幹事
「今年度予算案」
瀬川会計
Weekly No. 1542は郷上委員長が担当しました。
Weekly No. 1543は家村副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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③「社明」、出席をメークアップとすることについて、
⒈本年度より、クラブとして参加を継続する事
とする。
⒉クラブ公式行事及びクラブ協賛社会奉仕事
業への参加はM/Uとする。
（社明も含まれる）
④秋の移動例会について、親睦委員会に一任
する事となった。
⑤その他、９月27日、国際奉仕のクラブフォーラ
ムをすることについて、橋本（芳）国際奉仕委
員長がレジメを作成する事となった。
◦ロータリーの友、ガバナー月信の７月号をお配りし
ました。
◦会報用ファイルを本年度も水間会員より頂きまし
たのでBOXへお配りしました。
◦秋の移動家族例会のご案内をBOXへお配りし
てありますので、ご参加をご検討下さい。

アラワ地区のアラワ職業センター、マハラガマの
ガン専門病院の化学療法病練、アラワ職業セン
ターのコンピューターセンター等々。
新しい会長と役員の皆様を始
め す べ て の 会 員 に 対 し て、
ロータリーの奉仕を通じてこ
の一年が幸せで実り多い年で
ありますことをお祈りします。
2014−2015年度
コロンボセントラルロータリークラブ会長
メリック・ペイリス

ナコンパノム RC 会長からのメッセージ
To Rotary Club of Suita West

2014 Jul 1st.

ゲ

Dear President Mr. Keiichi Tanaka

ス

ト

米山奨学生

It is my great pleasure for me to give you this
message with good wishes as the president of
Rotary Year 2014-2015. Our two clubs have
made Clean Water Project to local schools in
this region of Nakhonphanom for more than 10
years on a continuing bases. I would like to
express my thanks to your warm and strong
cooperation on the behalf of my club.
I hope to have your cooperation to keep Clean
Water Project in this Rotary year.

堀委員
金 ジャンディ 様

出席報告

阪本委員長
●会 員 数 47名 ●来
客
1名
●出席会員数 34名 ●本日の出席率 82.93％
●6月16日の出席率（メーキャップを含む） 100％

誕生御祝−７月

Before closing, I wish you and all members of
Suita West RC that your Rotary Year 2014-2015
is to be fruitful and successful.
Best Regards,
PANADDA TANSUWAN.
President 2014-2015
Rotary Club of Nakhonphanom
吹田西ロータリークラブの皆さんへ
親愛なる田中慶一会長殿

結婚御祝−７月

2014−2015年の会長としてこの喜びの気持ちを
伝えることが出来るのを光栄に思います。私たち
両クラブはこのナコンパノム県の学校に対して
10年以上にわたり継続してクリーンウォーター・
プロジェクトを実施してきました。クラブを代表
して、貴クラブの暖かく力強いご協力に感謝しま
す。今年度もクリーンウォーター・プロジェクト
の継続のため、ご協力いただけることを期待して
います。

平成 12 年 7 月 7 日

ロータリー財団委員会

榎原委員長

本日、青木会員、家村会員、紙谷会員、木田
会員、瀧川会員、新井会員、木下会員、鈴木会員、
橋本（芳）会員、榎原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。

最後になりましたが、田中会長を始めクラブの全
会員にとって、この2014−2015のロータリー年度
が実り多く成功するように祈っています。
2014−2015年度
ナコンパノムロータリークラブ会長
パナダ・タンスワン

幹事報告

木下会員ご夫妻
以上1組

社会奉仕委員会

澁谷委員長

⒈７月１日（火）のクリーンデーに11名の参加があり
ました。順不同で、阿部会員、本田会員、紙谷
会員、宮川会員、瀧川会員、木下会員、山岡
会員、井伊会員、橋本（徹）会員、鈴木会員、
澁谷会員。
⒉７月４日（金）
「社会を明るくする運動」での、江
坂駅、及び、千里山駅でのチラシ配り、参加者
15名。申し込み者全員参加−参加者名は割愛さ
せていただきます。
７月５日（土）メイシアターでの「市民集会」への
参加６名。

本田幹事

◦本年度第１回理事会報告
①９月度プログラムについて承認されました。
②吹田西RC定款・細則について、前年度尾
家委員長より本田幹事が引継ぎを受け、ガバ
ナー訪問までに出来上がるよう坂口委員長に
依頼する予定。
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⒊７月６日（日）
「クリーン江坂」への参加者は、田
中（慶）会長、井伊副会長、河邊会員、家村会員、
紙谷会員、私澁谷の７名の参加でした。

◆榎原会員
田中会長、１年間よろしくお願いします。
◆井伊会員
新年度、田中会長、本田幹事、よろしく
お願いします。
◆清水会員
田中会長、本田幹事、理事役員のみな
さま、本年度よろしくお願い致します。
◆坂口会員
田中丸の船出を祝して。
◆橋本（芳）会員
田中会長、本田幹事、今年度１年間よ
ろしくお願いします。
◆河邊会員
田中会長、本田幹事様、１年間のご活躍
楽しみにしています。米山もよろしく。
◆郷上会員
お世話になります。
◆由上会員
山岡前ロータリー財団副委員長、１年
間ありがとうございました。ついでに、
石﨑前会長、１年間ご苦労様でした。
さ ら に つ い で に 田 中 会 長、１ 年 間 頑
張って下さい。時々は野々村県会議員
のように号泣会見をして下さい。
◆杦本会員
今年１年、SAA頑張りますので、色々
ご指導宜しくお願い致します。
──────────────────
本日のニコニコ箱
96,000円
累計のニコニコ箱
96,000円

今後とも地域の社会奉仕活動への参加宜しくお願
いします。

米山記念奨学会委員会

木田委員長

本日、瀧川会員、尾家会員、家村会員、新井
会員、鈴木会員、井伊会員、青木会員、紙谷会員、
榎原会員、木下会員、佐藤会員、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。

ニコニコ箱

杦本SAA

◆田中（慶）会長
パスト会長、理事、役員、各委員長、又、
会員の皆様、一年間宜しくお願いします。
◆鈴木会員
田中慶一郎丸の船出を祝して！
◆石﨑会員
田中慶一会長、本田幹事、理事、役員の
皆様、頑張って下さい。
◆瀧川会員
今日は七夕例会です。新執行役員のご
奮闘を祈ります。
◆尾家会員
田中丸の出航を祝して。
◆新井会員
田中慶一丸の出航お目出度うございま
す。
◆家村会員
田中慶一会長、本田幹事、理事役員の
皆様、１年間御苦労様です。
◆阪本会員
田中会長、本田幹事、理事の皆様、１年
間頑張って下さい。
◆青木会員
田中会長、本田幹事の門出を祝して。
◆木下会員
結婚記念日のお花頂きました。ありがと
うございます。本日７月７日は結婚記念
日でもあり三男の誕生日でもあります。
◆本田会員
本年度幹事を仰せつかりました。暖か
く見守って下さい。
◆堀会員
新年度よろしくお願い致します。
◆瀬川会員
本日から会計を担当させていただきま
す。皆様、会費の支払いはすみました
でしょうか、よろしくお願いします。
◆澁谷会員
田中会長、本田幹事、本年１年宜しく
お願いします。
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卓

話

「新年度の挨拶」

田中
（慶）会長

さて、今年度の基本テーマにもあります「親
睦・奉仕の行動から喜びを」を実現していく
べく、５大奉仕の一つでもある青少年奉仕活
動に基づく、青少年健全育成啓発活動「クリー
ンエサカ」に７月６日（日）参加して参りました。
「江坂の街をみんなできれいにしましょう」の
スローガンのもと、美化活動として、各家庭の
出発点より随時ゴミ収集を行い、美化活動中、
出会った人に明るい声で挨拶し、啓発活動と
して、エスコタウンを行進しました。エスコタ
ウンの啓発行進は非常にすばらしかったです。
各委員様にも大変お世話になり、実施するこ
とができました。今後も各委員様による奉仕
活動にも積極的に参加していきたいと考えて
おります。
本年度活動方針に掲げた目標を一つ一つ実
践して行きたいと思いますので、今後共、皆様
のご協力と積極的な活動参加をお願い致しま
す。梅雨の合間の青空に心浮き立つこの頃で
すが、天候不順の時節柄風邪など引かれませ
んようお気をつけください。

SUITA WEST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

ロータリーに輝きを
「新年度の挨拶」

吹田西ロータリークラブ

「今年度主要行事予定」

井伊副会長

このたび、伝統ある吹田西ロータリークラ
ブ2014−2015年度の副会長をつとめさせてい
ただくことになりました。
私にとっては身に余る大役でありますが、
これまでの歴史ある当クラブの功績を汚さな
い様、重責を果たして行きたいと思います。
本年度のRIテーマ「ロータリーに輝きを」
2660地区のテーマは「１人１人の輝きで、あな
たの地域を輝かそう」田中会長の今年度のテー
マは「親睦・奉仕の行動から喜びを」この基本
テーマを念頭において田中会長を支えていき
ます。
吹田西ロータリークラブの細則では、副会
長は会長の指示に基づき、例会の進行を司る
と共に、会長不在の場合に本クラブの会合及び、
理事会の会合において議長をつとめ、その他
通常その職に付随する職務を行うことをもっ
て任務とするということが決められています
ので、皆様のご協力、ご指導により、クラブを
運営させていただきます。
簡単ではございますが新年度のあいさつと
させていただきます。
「新年度の挨拶」

杦本SAA

新年度の方針
品位ある楽しい例会づくりを目指す。
具体的計画
私語の無い例会運営
ビジターの温かい歓迎
ゲスト、会員、卓話者の準備と時間厳守
ニコニコ募金目標額（1,500,000円）

本田幹事

◦クラブ協議会
2014年5月19日㈪
◦少年少女ニコニコキャンプ
2014年8月1日㈮〜8月3日㈰
◦地区ロータリー財団セミナー
2014年8月30日㈯
◦秋の移動例会 於 あべのハルカス
2014年9月1日㈪
◦ガバナー補佐訪問
2014年10月6日㈪
◦ガバナー公式訪問
2014年10月20日㈪
◦秋のライラ
2014年10月11日㈯〜13日㈪
◦地区大会
2014年12月5日㈮・6日㈯
◦年次総会
2014年12月8日㈪
◦クリスマス家族例会
2014年12月15日㈪
◦IM（第2組）
2015年3月14日㈯
◦春の移動家族例会
未定
◦春のライラ
2015年
◦国際大会 サンパウロ（ブラジル）
2015年6月7日㈰〜10日㈬
◦炉辺談話
９月19日 ㈮ クラブ奉仕
11月14日 ㈮ 社会奉仕
１月23日 ㈮ 職業奉仕
４月17日 ㈮ 国際・青少年奉仕
◦年間休会日
8月11日・9月22日・12月29日・1月5日
3月23日
以上、主な年間予定です。ご協力宜しくお願
い致します。

予算
例年どおり
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