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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1544回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

ウクライナ東部のロシア国境付近で乗客298人を
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乗せたマレーシア航空が墜落。現場ではウクライナ

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

政府軍と親ロシア派武装勢力による激しい戦闘が

今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

行われており、今回の事故についてウクライナ通信
によると、親ロシア派武装勢力が持つ地対空ミサイ

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

ルが上空１００００メートルを飛行中の旅客機を撃墜

田中
（慶）会長

と発表。隣国同士の紛争により他国の民間人を巻
き込む殺人事件が発生。今後の各国の動きにも注
目が必要だ。

今年も大阪天神祭が７月25日に開催されます。
天神祭の船渡御は大阪大川を航行する大船団で
す。船団の中には奉排船と呼ばれる協賛企業や団

石﨑直前会長へ記念品贈呈

体の出す船が有り、今年、私は代表して乗船する
事になりました。平安時代から約１０００年もの歴史
ある祭り。地域の安全と景気回復を願い参加させ
て頂きたいと思います。

会員増強及び拡大月間

次週 第1545回 例会予告

平成26年8月18日

卓話 「会員増強及び拡大月間を迎えて」

会員増強委員長
瀧川パスト会長
Weekly No. 1544は水間委員が担当しました。
Weekly No. 1544は由上委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

井伊直前幹事へ記念品贈呈
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幹事報告

日時 2014年10月11日㈯〜13日㈷
場所 大阪府青少年自然の家
ホストクラブ 大阪平野RC

本田幹事

ロータリー財団委員会

◦本日は理事会を開催致します。理事の方はお残
り下さい。
◦第1542回会報紙、コロンボセントラルRC会長の
写真は誤りで、次のナコンパノムRC会長の写真
です。

本日、中堀会員、阪本会員、石﨑会員、郷上
会員、阿部会員、杦本会員、堀会員、佐藤会員
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。

誕生御祝−８月
会員
昭和 32 年
昭和 33 年
昭和 23 年
昭和 13 年
会員夫人

8
8
8
8

月 14 日
月 14 日
月 20 日
月 30 日

8 月8 日
8 月 21 日
8 月 25 日

荻田会員
榎原会員
髙木会員
鈴木会員

榎原委員長

米山記念奨学会委員会

木田委員長

以上4名

村井会員夫人
坂口会員夫人
西村会員夫人
以上3名

出席報告

阪本委員長
●会 員 数 47名 ●来
客
0名
●出席会員数 41名 ●本日の出席率 97.62％
●6月30日の出席率（メーキャップを含む） 100％

青少年奉仕委員会

本日、田中（慶）会長、石﨑会員、河邊会員、
阿部会員、堀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。

紙谷委員長

社会奉仕委員会

澁谷委員長

「2014年秋の上級ライラ」開催と参加者ご推薦の依頼
秋のライラは上級ライラとなっておりますので、当
クラブでは春の初級ライラを修了したビケンテクノさ
んが参加いただけることになります。ビケンテクノ、
梶山パスト会長ご依頼させていただきます。

クリーンデーのご案内
８月１日（金）は、当クラブ担当のクリーンデーです。
田中会長年度で最初のクリーンデーですので、時
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間的に可能な方はちょっとでも結構ですので、ご参

「前年度会計監査報告」

阪本直前会計監事

加お願い致します。集合は７時３０分、東急インホ
テル前です。

ニコニコ箱

山岡副SAA

事務局にて証票及び諸帳簿を監査致しましたと
ころ、全て適正にして且つ正確であることを確認致
しました。
「前年度事業報告」

◆石﨑会員

井伊直前幹事

誕生日祝いのお礼、会長終わったら古稀
になりました。欠席のお詫び。
◆佐藤会員
天神祭に行ってきました。花火がよく
見えました。
◆長屋会員
暑中見舞をかねて。
◆山岡会員

①主要行事
◦2013-2014年度の為の地区協議会
４月27日 大阪国際会議場
◦2013-2014年度 地区大会
2月21日〜22日 大阪国際会議場
◦年次総会
12月9日 東急イン
◦井上ガバナー補佐訪問
8月5日、9月30日、4月14日
例会終了後、会長幹事懇談会
◦IM（2組）
3月8日 茨木市民総合センター
◦移動家族例会
8月19日 大阪海遊館
12月16日 USJ
4月7日
京都松山閣
◦国際大会
6月1日〜4日 オーストラリア（シドニー）
◦1月20日 IM設立準備室委員会のスタート

サマーバイキング開催します。8月13・
14・15日、ロータリー価格でご用意して
おります。
──────────────────

卓

本日のニコニコ箱

14,000円

累計のニコニコ箱

136,000円

話

「前年度決算報告」

本田直前会計

②主なクラブアッセンブリーの実績
6月3日
次年度クラブ協議会

別途配付資料をご参照下さい。
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ロータリーに輝きを
9月30日

吹田西ロータリークラブ

井上ガバナー補佐訪問

報告書までは作成致しましたが、今年度中に冊
子が間に合わず、次年度に定款・細則の変更
を引き継いだことです。

③主なクラブフォーラムの実績
9月 9 日 会員増強について
2月17日 ロータリー創立記念日に因んで
3月 3 日 ナコンパノム報告
3月17日 吹田ローターアクトの現状について
6月 2 日 財団人道的補助金小委員会
炉辺談話を４回行っています。

これで前年度事業報告を終わらせていただきま
す。
「今年度予算案」

④その他
9月3日、5月23日 会長幹事会 2回
12月10日 幹事会
12月21日 茨木西RC20周年 ⎫
2月15日 茨木東RC40周年 ⎜
⎬行事4回
〃
高槻西RC25周年
⎜
6月14日 高槻 RC 60周年 ⎭

瀬川会計

別途配付資料をご参照下さい。

◦事務局の保管資料の整理

−クラブ俳句同好会−

あき ら

兼題 ﹁瀧﹂﹁蚊遣﹂﹁キャンプ﹂及び当季雑詠

敷き藁を代へて厩舎に蚊遣香

牛

心残りは次年度の申し送りとして、RI規定審議
会決定事項による吹田西ロータリークラブの定
款・細則の変更が２０１３年度手続要覧（ロータ
リーの手引き）が届いたのが４月だった為、尾家
研修情報委員長にお願いし、精査を行い、決定

ときよし

山

ニコニコ目標
１５０万円 → 1,679,550円

瀧に臨みて頭深々下げるのみ

米山記念奨学会寄付目標
￥30,000 → ￥1,105,000（特別寄付）
￥242,500（普通寄付）

みか よ

ロータリー財団寄付目標
＄150 → 6,600㌦＋2,500㌦（ポリオ）
＝9,100㌦

第三百二十五回句会

層雲峡瀑布一枚落としけり

出不精と言ひ冷房の部屋に居る

⑤総括
出席率は100%維持出来ました。会員数は2013
年7月1日 47名、2014年6月30日 50名 で終わり、
会員3名増となりました。その後今年度の第１回
例会までに３名の退会があり、残念な結果となり
ました。

【今後の予定と兼題】
第三百二十六回句会 平成26年9月8日
兼題 「残暑」
「無花果」当季雑詠
※出句は7句
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