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卓話 「新年度理事挨拶」 クラブ奉仕　髙木理事
 「食品衛生について」 堀会員
Weekly No. 1543は家村副委員長がが担当しました。
Weekly No. 1544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）

次週 第1544回 例会予告　平成26年8月4日

会長挨拶 田中（慶）会長

先週内容

卓話 「前年度決算報告」 本田直前会計
 「前年度会計監査報告」 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
今週の歌 「限りなき道ロータリー」

第1543回例会　平成26年7月28日

梅雨も終わりが近づいていますが、気温の変動
などで体調を崩される方も多い時期と思います。体
調の管理には十分お気を付けいただきたいと思い
ます。
先日の台風８号の発生により特別警報も発令さ

れ、沖縄方面では直撃を受け、大きな被害がでて
おります。その台風の影響で梅雨前線が刺激され、
新潟県などで記録的な雨量を記録し、土石流が発
生し、子供が犠牲になる事態となりました。これから
台風シーズンもやってきます。事前の対策と防災情
報にもしっかりと耳をかたむけ、事故防止に努めて
まいりたいところです。
さて吹田西ロータリークラブの例会出席率につき

まして、1986年～2000年にかけて99%台を推移し
ておりましたが、2000年以降現在に至るまで、
100%の出席率を維持しております。100%出席率
の是非につきましては、いろいろと議論があるかと
思いますが、会員の皆様の奉仕意識の高まりだと
思っております。本年度の活動方針にも上げていま

す、親睦活動の強化も行いながら出席率維持を継
続していきたいと思っております。しかしながら会員
の増強につきましては、いくつかの課題点があるよう
に思います。現在維持している100％の出席率が、
新規会員を募る中で非常にプレッシャーとなってい
るのではないでしょうか？クラブの安定と活性化の為
には会員増強は不可欠ですが、入会金につきまし
ても20万円と高額なこともあり、会員増強を募る上
で少し困難な状況にあるように感じます。新規会員
増強に向けて努めていく中で、見直しが必要であ
るところを皆さんと話し合い、改善出来るところは早
期に改善し、会員増強にも力を注いでいきたいと感
じております。
新規会員に魅力を感じていただいて入会しやす

い環境づくりにも努めてまいりたいと思いますので、
皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。

Weekly No.1543 ／ 平成26年7月28日

2014年
コロンボセントラルロータリークラブの皆様
親愛なるメリック・ペイリス会長殿

　謹啓　貴クラブにおかれましては、ますますご盛栄
のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
まずは、メリック・ペイリス新会長の就任に当たり、心
よりお祝いのメッセージをお送り申し上げます。

　また、このたび私こと吹田西ロータリークラブ会長
就任に際しまして、早速ご丁重なるご祝辞を賜り、誠
にありがたく深く感謝致しております。
かかるうえは願ってもないこの機を逃さず、ロータリー
クラブのあるべき姿を求めて世界平和と経済の発展の
一助となるべく邁進してまいる所存です。

　その一環として、人道的奉仕を継続させて頂きます
ので、ケスベワ地区・アラワ地区等での活動に当たり、
1988 年よりの姉妹クラブであります貴クラブのご協力
を、引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

　最後になりまして恐縮でございますが、メリック・ペ
イリス会長とクラブのすべての会員の方々にとりまして、
2014-2015 のロータリー年度が、奉仕を通じまして実り
多い年となります事をお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

田中　慶一
吹田西ロータリークラブ会長

田中会長からコロンボセントラルRCへのメッセージ
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IM第2組のガバナー補佐を拝命致しました茨木
ロータリークラブの簡仁一です。
貴クラブには今回を含めて3回訪問させて頂きま

す、よろしくお願い致します。例会終了後に、田中
会長さん、本田幹事さんと懇談をさせて頂きます。
貴クラブの特徴が生かされた、素晴らしい活動方
針と計画をお聞かせ頂ける事を期待しております。
泉ガバナーは「クラブの主体性を重視して、一つ
一つのクラブがより輝くように」を地区方針の第一に
上げており、我々 8人いるガバナー補佐にも「ガバ
ナーの補佐よりもクラブのアシストに重点を置くよう
に」と指示されています。また、地区行事につきまし
ても、一方通行ではなく、クラブの皆様が一緒に参
加できるようにと計画しております。
特に12月6日の地区大会・本会議後にはフェス

ティバルホールを2時間貸し切り、クラブの皆さんに
ステージを使って頂きます。また、来年の5月5日は中
之島公会堂を全館貸し切り、ロータリー・フェスティ
バルを計画しております。
新しい試みとして、ご案内の通り、来月の12日に
55才以下の会員・入会予定者を対象とした「若
手ロータリアン研修セミナー」を心斎橋の大成閣で
行います、セミナー後の懇親会でクラブを超えた友
好を深めて頂きたいと考えています。
話は変わりますが、私が子供の頃、家に武者小
路実篤の色紙が壁に貼ってありました、ご覧になっ
た方もいらっしゃると思いますが、カボチャやニンジン
の絵の横に一言書いてある色紙です。その中の

幹事報告 本田幹事
◦ポールハリスフェロー４回目の記念バッチが届い
ています。
◦皆出席お祝い記念品を贈呈。
◦本年度会員名簿が出来上がりましたので、ボック
スへお配りしました。
◦2013-2014年度地区大会記録書が届きましたの
で、ボックスへお配りしました。

出席報告
●会　員　数 47名 ●来　　　客 2名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 90.48％
●6月23日の出席率（メーキャップを含む） 100％

阪本委員長

「君は君、我は我、されど仲よき」と言う言葉が今で
も印象に残っています。
地区とクラブ、IM2組の12クラブの関係も、互い

の独自性を尊重しながら仲よくなれるよう、微力です
がカバナー補佐として務めを果たして行きたいと
思っていますので、吹田西ロータリークラブの皆様
のなお一層のご協力をお願い致しまして、ご挨拶と
させて頂きます、一年間、よろしくお願い致します。

ゲ　ス　ト
 IM第2組ガバナー補佐 簡　 仁一 様
 元 豊中・大阪国際空港RC 黒川 悦郎 様

木下委員

2014年
ナコンパノムロータリークラブの皆様
親愛なるパナダ・タンスワン会長殿

　謹啓　貴クラブにおかれましては、ますますご盛栄
のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
まずは、パナダ・タンスワン新会長の就任に当たり、
心よりお祝いのメッセージをお送り申し上げます。

　また、このたび私こと吹田西ロータリークラブ会長
就任に際しまして、早速ご丁重なるご祝辞を賜り、誠
にありがたく深く感謝致しております。
かかるうえは願ってもないこの機を逃さず、ロータリー
クラブのあるべき姿を求めて世界平和と経済の発展の
一助となるべく邁進してまいる所存です。

　その一環として、10 年以上にわたり両クラブで続
けてまいりましたナコンパノム県の学校に対するクリーン
ウォーター・プロジェクトは継続させて頂きますのでご
協力よろしくお願い申し上げます。

　パナダ・タンスワン会長と役員の皆様を始めすべて
の会員の方 に々とりまして、2014-2015 のロータリー年
度が、奉仕を通じまして実り多い年となります事をお祈
り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

田中　慶一
吹田西ロータリークラブ会長

田中会長からナコンパノムRCへのメッセージ

ロータリー財団 マルチプルフェロー表彰

皆出席お祝い記念品贈呈

ホームクラブ出席100% お祝い記念品贈呈

第１回クラブ訪問・挨拶
IM第2組ガバナー補佐　簡　仁一 様
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◆ゲスト　元豊中・大阪国際空港RC
　アートレイク支配人　黒川 悦郎 様
本日はお招きいただきありがとうござい
ます。
◆水間会員
田中慶一郎丸の船出を祝して。誕生日の
祝いありがとうございます。
◆木田会員
前回ニコニコできませんでした。内容
は「田中会長、本田幹事、今年一年よろ
しくお願い致します。」
◆宮川会員
田中会長、本田幹事はじめ役員の皆様、
ご就任おめでとうございます。お楽し
み下さい。
◆尾家会員
家内の誕生祝いありがとうございました。
◆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
誕生日祝いありがとうございました。
最後の50代をエンジョイしたいと思い
ます。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 26,000円
 累計のニコニコ箱 122,000円

ニコニコ箱 山岡副SAA

卓　　話卓　　話
職業奉仕　西村理事「新年度理事挨拶」

今回、職業奉仕委員長を仰せつかりました西村
です。2011年1月に当ロータリークラブに入会して3
年半になります。まだロータリアンとして経験も不足し
ており不安もありますが、職業奉仕というロータリー
の根幹ともいえるところを委員長として経験させてい
ただけるのを良い機会と考えています。いろいろと
学ばせていただきながら、私自身の今後のロータ
リー活動をより豊かなものにできるよう頑張っていきた
いと思っていますのでよろしくお願い申し上げます。

榎原委員長ロータリー財団委員会
本日、田中（慶）会長、尾家会員、河邊会員、
井伊会員、本田会員、瀬川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。

木田委員長米山記念奨学会委員会
本日、本田会員、由上会員、瀬川会員より特
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（芳）委員長国際奉仕委員会

日時：2014年9月６日（土）　16:00～20:00
　　　振り返り会・アルムニ総会：16:00～
　　　懇親会：18:00～
会場：シティプラザ大阪

GSE振り返りの集いのご案内

社会奉仕　澁谷理事「新年度理事挨拶」

◎今年の社会奉仕委員会は私と副委員長の杦本
さん、そして前年度社会奉仕委員長であった大
藤さんと3人で担当致します。

１．今年度の方針
2660地区テーマは「１人１人の輝きで、あなたの
地域を輝かそう」。今年度田中会長のテーマは
「親睦、奉仕の行動から喜びを」です。この２つ
のテーマを受けて、今年度の活動方針を次の様
に考えています。「当クラブの地元地域であるこ
の江坂地域をより輝かせる為に、ロータリークラブ
として、又ロータリアンとして、地域活動により積
極的な関わりを持つことに挑戦する。」

２．具体的な奉仕活動としては
従来から継続してきた①毎月１日のクリーンデー
実施 ②献血協力の推進　この２つについては、
今年度も継続活動とします。
③つ目としては、豊津第二小学校へバスケット
ゴールを寄贈する予定です。地区からの補助金
申請も済、今は承認待ちの状態です。
前年度の社会奉仕委員会は大藤委員長が中
心となり「吹田市立子ども支援センターへスロー
プを寄贈致しましたが、今年もまた大藤さんのア
ドバイスを得ながら寄贈式典を考えていきたいと
思います。
④つ目に、新しい活動として「江坂地区リサイク
ル環境デー」の設置です。最初に、「地域活動
により積極的な関わりを持つことに挑戦する」と申
し上げました。「リサイクル環境デー」とは、家庭
にねむっている不用品や、普通ゴミとして捨てて
いるものを回収し、資源として有効に活用しても
らう為に、市民に持ち寄ってもらう日を設定し、環
境について色々考えてもらう場を設置していくとい
う事です。但し、田中会長にも誰にも話していま
せんので、私の構想だけで終わってしまうかもし
れませんが、どこ迄進められるか挑戦してみたい
と思います。どうすれば実現できるか考えながら、
１人でも多くの賛同者・協力者を募っていく所から
始めていきたいと思いますので宜しくお願いします。

具体的な活動方針としては、基本的に当クラブの
これまでの職業奉仕活動及び青少年健全育成活
動を一環とした各種出前授業（講座）、職場体験
学習を実施してまいります。小学校高学年を対象と
した出前授業としては、杦本会員による人工衛星
「まいど１号」宇宙へのほかに、今年度は青木会員、
瀬川会員、長屋会員にご協力をお願いしています。
中学生対象の職場体験授業では青木会員、澁谷
会員、宮川会員、堀会員にご協力をお願いしてい
ます。5月26日、27日に榎原前委員長と同行して、
豊津第一小学校、第二小学校、江坂大池小学校、
豊津中学、豊津西中学の校長先生に面会済です。
実施は秋口以降になりますがよろしくお願いします。
「He profits most who serve best」のアーサー・
フレデリック・シェルトンの言葉どおり実践していきた
いと思います。
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国際奉仕　橋本（芳）理事「新年度理事挨拶」

今年度の国際奉仕理事をさせて頂くことになりま
した橋本芳信です。一年間頑張っていきますのでよ
ろしくお願いします。
さて、当クラブにおきましては、国際奉仕委員会、
ロータリー財団委員会、国際社会奉仕プロジェクト
委員会の三つの委員会があり、理事として国際奉
仕委員会の委員長として担当させていただきます。
そして国際奉仕委員会は副委員長に前年の国
際奉仕理事として活躍されました長屋会員、委員
に由上会員が選任されました。
ロータリー財団委員会には委員長に榎原会員が、
副委員長に鈴木パスト会長が、委員に尾家パスト
会長が選任されています。
今年度から国際社会奉仕委員会は国際社会奉
仕プロジェクト委員会と名称が変わりました。委員
長は澤井会員、副委員長に小林パスト会長が選
任されています。
今年度はこのメンバーにて国際奉仕をさせて頂

きますのでどうぞよろしくお願いします。
まずはロータリー財団委員会におきましては、今
年度も年次寄付としまして一人当たり150ドルの目標
を掲げ、二人のパスト会長様が後ろだてでついて
頂いていますので、榎原委員長には再度ロータリー
財団の主旨を皆様に伝えながら寄付を集めて、目
標を達成して頂きたいと思います。
そして国際奉仕委員会は田中会長の方針であり

ます、積極的に姉妹・友好クラブと活動すると掲
げていますが、今年度の予算は事業費のみとなっ
てしまいました。そんな中、姉妹クラブのコロンボセ
ントラルRCから協力の要請がきました。ただ、事業
費だけなら友好クラブのタイのナコンパノムRCの浄
水器設置プロジェクトが可能です。どちらかを優先
する。事業費だけが無理なら会員の寄付を募って
両方をする。など、色 と々方法があるかと思いますが、
私も含めて若い会員が増えています。国際奉仕事
業に関してまだまだよくわかっていないことがあります。
今回この機会を使って、もう一度皆さんと共に今後
の国際奉仕についての方向性を話し合いたいと思
います。
そして、皆さんと共に国際奉仕の進むべき方向
性を一致していただくべき場としてクラブフォーラム
を開催したいと思います。日程は9月29日㈪に行いま
す。少し時間がありますので、国際奉仕について
考え、多くの意見を頂きたいと思います。そこで今
後の進むべき方向性が示されると思います。そして、
その意見を今回の国際奉仕プロジェクト委員会の
事業に反映してプロジェクトを進めて頂きます。少し
プロジェクトを進めるのが遅くなりますが、澤井委員
長よろしくお願いします。

青少年奉仕　紙谷理事「新年度理事挨拶」

今期、青少年奉仕理事を担当させていただく
ことになりました。

１．青少年
青少年とはロータリー家族の最も若い世
代の人々を指し、青少年や子どもたちを
対象としたプログラムの参加者です。（イ
ンターアクト・ローターアクト・RYLA・
青少年交換）

２．連携
奉仕の第五部門となった青少年奉仕は、
職業奉仕・国際奉仕・社会奉仕プロジェ
クトにおける青少年や子どもたちの参加
を促進していく。（職業奉仕・国際奉仕・
社会奉仕プロジェクトとの連携が重要）

３．増強
青少年や若者とのつながりをもつことに
より、会員候補者の育成・若いパワーや
新鮮な考え方を取り入れる。これは未来
への投資にもつながることとなる。

①吹田ローターアクトとの連携
　　　　　　……合同例会など
②RYLAへの参加
　　　　　　……ビケンテクノ様にお願い
③ニコニコキャンプへの支援
　　　　　　……会員メンバーの子ども・孫
④米山奨学生との交流
　　　　　　……移動家族例会への参加

☆ロータリーとは
１．ロータリーは地域社会のリーダー的メン
バーで構成

２．常に道徳性・社会的責任を求められる
３．ロータリアンは率先して社会的責任を全
うする必要がある

青少年奉仕事業を行うにあたり
ロータリーが主催する懇親会
　……ベリーダンス……写真×
　……未成年者が出演している演劇において…アルコール×

養護学校……支援学校
子供………子ども
幼稚園……園児
小学校……児童
父兄………保護者


