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卓話 「ガバナー補佐公式訪問」 第2660地区2組ガバナー補佐
   簡　仁一 様（茨木RC）
Weekly No. 1549は郷上委員長が担当しました。
Weekly No. 1550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1550回 例会予告　平成26年10月6日
新世代のための月間

会長挨拶 田中（慶）会長

先週内容

卓話 「クラブフォーラム　国際奉仕事業について」
  橋本（芳）国際奉仕委員長
今週の歌 「限りなき道ロータリー」

第1549回例会　平成26年9月29日

今月9月5日、尼崎市のホテルにて全国ロー
タリー野球大会の前夜祭が行われた。全国
12RCが参加しご当地PRの紹介するイベント
が行われ、各クラブのPR合戦が繰り広げられ、
その中でも吹田西の結果は見事優勝となりま
した。
全国ロータリー野球大会の歴史は昭和56年
当時、阪神タイガース球団社長であった西宮
甲子園RC会員であった小津正次郎氏のロータ
リー精神（奉仕と親睦を実践）すべく大きな計
らいにより今大会で第31回目の開催となりま
した。

試合の結果は前夜祭の優勝の効果もあった
のか、大差をつけての大勝利となり、大いに盛
り上がり大成功となりました。
そして今、もっとも注目を集める日本人ス
ポーツプレイヤーと言えば錦織圭。全米オー
プンの男子シングルスで、日本人初の快挙と
なる決勝進出を決めた。又、世界に誇る日本人
が一人現れた。

Weekly No.1549 ／ 平成26年9月29日

幹事報告 本田幹事

◦第3回理事会報告
①11月度プログラムについて承認されまし
た。
②10月6日、簡ガバナー補佐訪問について、
質問事項…４理事（クラブ・社会・職業・
青少年）が質問することとする。議事録は
橋本（芳）理事、瀬川会計
③管理事務所より、ゴミ分別についての依
頼について、リサイクルゴミとして処分
することを承認する。
④秋の移動例会について、親睦・SAAに一
任する。
⑤吹田市美術展名義貸しの件について、例
年通りとする。
⑥その他
◦9月29日国際奉仕クラブフォーラムにつ
いて全体討論とする。

◦「地域安全・青少年育成吹田西ロータ
リークラブ市民大会」への協賛につい
て…協力は例年通りとする。
◦事務局光回線への切り替えについて、
料金はかかるが承認する。

◦クラブ概況が出来上がりましたのでお配り
致します。
◦次週9月15日（月）は祝日、9月22日（月）は
休会と、2週続けて例会はお休みとなります。
お間違いのないようお願い致します。
◦9月29日（月）は理事会を開催致しのます。
理事の方はご出席下さい。
◦先日、メークアップに来られました藤田様
より、バナーを送付して頂きましたので、回
覧致します。
◦ロータリーの友9月号をお配りしました。
◦英文 “ロータリーの友”の申し込み案内が届
いております。回覧しますので、ご記入下さい。
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出席報告

●会　員　数 47名 ●来　　　客 0名
●出席会員数 34名 ●本日の出席率 85.00％
●8月18日の出席率（メーキャップを含む） 100％

阪本委員長

誕生御祝－９月

◦第3回理事会報告
①11月度プログラムについて承認されまし
た。
②10月6日、簡ガバナー補佐訪問について、
質問事項…４理事（クラブ・社会・職業・
青少年）が質問することとする。議事録は
橋本（芳）理事、瀬川会計
③管理事務所より、ゴミ分別についての依
頼について、リサイクルゴミとして処分
することを承認する。
④秋の移動例会について、親睦・SAAに一
任する。
⑤吹田市美術展名義貸しの件について、例
年通りとする。
⑥その他
◦9月29日国際奉仕クラブフォーラムにつ
いて全体討論とする。

◦「地域安全・青少年育成吹田西ロータ
リークラブ市民大会」への協賛につい
て…協力は例年通りとする。
◦事務局光回線への切り替えについて、
料金はかかるが承認する。

◦クラブ概況が出来上がりましたのでお配り
致します。
◦次週9月15日（月）は祝日、9月22日（月）は
休会と、2週続けて例会はお休みとなります。
お間違いのないようお願い致します。
◦9月29日（月）は理事会を開催致しのます。
理事の方はご出席下さい。
◦先日、メークアップに来られました藤田様
より、バナーを送付して頂きましたので、回
覧致します。
◦ロータリーの友9月号をお配りしました。
◦英文 “ロータリーの友”の申し込み案内が届
いております。回覧しますので、ご記入下さい。

澁谷委員長社会奉仕委員会

⒈ 8月27日 献血結果の報告
　受付数は68名、実質採血数は46名（前回と同
じ）当クラブからは5名おいで頂きました。
（田中会長、本田幹事、井伊副会長、大藤会
員と私、澁谷）梶山パスト会長お世話様でし
た。
⒉9月1日㈪ クリーンデーの参加者は14名＋将
来のロータリアン1名でした。大藤会員、紙
谷会員、梶山会員、瀧川会員、橋本（徹）会員、
堀会員、本田幹事、井伊会員、阿部会員、木
下会員と息子さん、山岡会員、荻田会員、髙
木会員そして私、澁谷でした。ありがとうご
ざいました。

⒊江坂企業協議会 交通対策委員会（委員長毛
利パスト会長）からの要請です。
　①9月24日㈬めいわく駐車追放合同パトロー
ルへの参加案内、及び、②9月26日㈮自転車
街頭キャンペーン。いずれも、江坂公園噴水
前、9:30集合です。時間調整の出来る方は宜
しく参加お願い致します。

大藤委員社会奉仕委員会

⒈ ロータリーの友8月号に前年度の社会奉仕
事業の投稿が載りました。

⒉8月の広島市の洪水被害の義援金をお願い致
します。
　皆様ありがとうございます。30,790円集まり
ました。早々に処理をして地区へ送金いた
します。

榎原委員長ロータリー財団委員会
本日、長屋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、荻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。



日時 平成26年11月12日（水）
場所 関西カントリークラブ
 〒621-0124 京都府亀岡市西別院
 　　　　　　　柚原東深谷9番地
 TEL 0771-27-2131
スタート 午前9時37分（アウト・イン同時）
集合 午前8時50分
会費 5,000円
競技方法 個人戦・ダブルペリア方式

橋本（芳）会員ゴルフ同好会
第1回　吹田5クラブ

親睦交流ゴルフコンペのご案内
（吹田RC・吹田江坂RC・千里RC・千里メイプルRC・吹田西RC）

清水会員野球同好会

　第31回全国ロータリークラブ野球大会
が阪神甲子園球場で開催されました。
　前日に例年通り前夜祭が開催され6日に
試合をする10クラブが集まりお国自慢と
いう余興を行い大賞を競うのですが、我
がクラブは田中会長にも出席頂き、橋本
（徹）会員が調達した着ぐるみ持ち込み、
吹田市の紙谷会員扮する “ゆるキャラすい
たん”と瀬川会員扮する “万博の太陽の塔”
を登場させ、清水
扮する三波春夫が
万博ソング「世界
の国からこんにち
は」を熱唱、会場全
体で大合唱して大
いに盛り上げ、大
会役員コミッショ
ナーにも絶賛して
頂き、見事お国自
慢大賞を受賞致し
ました！

　その勢いで次の日、快晴の甲子園で愛
媛県今治RCと対戦し、全員が大活躍し16
対3で快勝！ 4度目の出場で通算成績を2
勝2敗と致しました！
　負ければ石崎監督の辞任！がかかって
おりましたので、勝てて本当に良かった
です！会員、ご家族、友人の方々も多数応

  一 二 三 四 五 計 
 今治RC 0 0 0 0 3 3
 吹田西RC 1 4 10 1 X 16
メンバー
ピッチャー 大藤→紙谷
キャッチャー 阿部→清水
ファースト 橋本徹
セカンド 石崎→木下
サード 清水→大藤

前夜祭参加者：田中会長、橋本（徹）、伊藤、紙谷、瀬川、
　　　　　　　堀、木下、清水

ショート 紙谷→阿部
レフト 伊藤→橋本芳
センター 瀬川
ライト 荻田→堀

9月6日㈯　甲子園球場
第3試合（12:20～13:50）　1塁側ベンチ

援に駆けつけて頂き、お陰様で楽しく素
晴らしい試合をする事ができました。会
員の皆様にも多数のご支援ご声援を頂戴
し心より感謝申し上げます。
　また、9月1日の移動家族例会時に皆様
からのご支援金￥93,460－頂戴致しました。
本当にありがとうございました。
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吹田西ロータリークラブロータリーに輝きを
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◆小川会員
創立50周年の卓話を聞いて頂きます。
◆本田会員
本日は中秋の名月、月見団子を食べま
しょう。20日から秋の彼岸。彼岸団子
を食べましょう。いただきます。
◆梶山会員
連続欠席です。
◆阪本会員
紙谷会員、堀会員、お世話になりました。
◆石﨑会員
甲子園快勝！！会員、ご家族の声援に
感謝！！
◆阿部会員
甲子園応援ありがとうございました。
私は鳥谷になった気持でショートを
守っていました。
◆清水会員
全国ロータリークラブ野球大会甲子園
快勝！ 2勝目を祝して！皆様本当にあ
りがとうございました。
◆瀬川会員
暑い中、甲子園野球お疲れ様でした。
大変楽しめました。
◆荻田会員
甲子園の野球で走塁中に怪我をしてし
まいました。皆様にお世話になり、あ
りがとうございました。
◆木下会員
初の甲子園、みごとに三振して参りま
した！！来年はホームランが打てるよ
う努力致します。

ニコニコ箱 山岡副SAA

卓　　話卓　　話
小川パスト会長「会社創立５０周年を迎えて」

当社、淀川ヒューテック株式会社は、1964年
7月に淀川辺りの中津で産声を上げました。こ
の年は東京オリンピックが開催された年です。
昨年7月、記念式典を開催しました際に「50
周年の歩み」として作成しましたビデオをご
覧頂ければと思います。

先程のビデオにありますように、フッ素樹
脂と出会い、その魅力にひかれ、企業を設立、
サムシングニューをモットーに用途開発に努
めてまいりました。
半導体事業、液晶産業等の成長を受け、山谷
はありましたが乗り越え基礎づくりをする事
が出来ました。
社員数も7名でスタートしましたが、現在は
グループ会社11社を含め700人になりました。

反面、日本のお家芸であったエレクトロニ
クスの分野が、米国をはじめ韓国・台湾・中
国勢に押され、競争力が低下しております。
当社も従来のやり方では、この分野で勝ち
残ることが出来ませんので、自動車等の新規
分野と海外市場進出を進めています。
又、これからの新しい50年に向けてグロー
バル化に対応し、技術力を含め、企業の成長に
努めたいと思います。

◆堀会員
ロータリー野球部の9/5前夜祭でのお
国自慢大賞と、9/6甲子園での勝利とご
声援に感謝！！
──────────────────
 本日のニコニコ箱 32,000円
 累計のニコニコ箱 332,000円


