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4

つのテスト

●真実かどうか

第1550回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

秋の全国交通安全運動

平成26年10月6日

9月21日〜 30日まで、秋の全国交通安全運動が

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）
今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

実施されます。今年のテーマは子供と高齢者
の交通事故防止についてとし、全国重点では
①夕暮れ時と夜間の歩行中自転車との交通事
故防止
②全ての座席のシートベルトとチャイルド

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

シートの正しい着用の徹底

田中
（慶）会長

③飲酒運転の根絶
大阪重点では高齢者の自転車事故防止を目標
スローガンには
①知らせよう早めのライトあなたから
②許しません飲酒運転許す人
以上の項目を目標に全国交通安全週間を行い
ます。
近年通学中の児童が死傷する交通事故発生や

今回のIMテーマは「一人一人の輝きであな

高齢者の交通事故死者数が交通事故死者数の

たの地域を輝かそう」中西麻耶さん講義「あき

全体の半数以上を占めている事などからも子

らめない心」

供と高齢者の交通事故を防ぐ事を目的とする。

体にハンディキャップを持ちながらも健常
者と同じように生活を送り、又スポーツなど
にも積極的に参加される人を応援します。

職業奉仕月間・米山月間

次週 第1551回 例会予告

平成26年10月20日

卓話 「ガバナー公式訪問」

第2660地区ガバナー
泉 博朗 様（大阪手塚山RC）
Weekly No. 1550は水間委員が担当しました。
Weekly No. 1551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）
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誕生御祝−１０月
会員
昭和 26 年 10 月 11 日
昭和 37 年 10 月 15 日
昭和 14 年 10 月 23 日
会員夫人
新会員推薦表彰

幹事報告

10 月 6 日
10 月 15 日
10 月 18 日

坂口会員
伊藤会員
新井会員

以上3名

橋本（徹）会員夫人
河邊会員夫人
紙谷会員夫人
以上3名

本田幹事

ロータリー財団委員会

榎原委員長

◦RIより新会員を推薦された会員へ認証品が
届いておりますので、贈呈致します。瀧川会
員、家村会員。

10月より、１ド ル102円 か ら106円、150ド ル で
15,900円となります。
本日、小川パスト会長、由上会員、橋本（徹）会員、
山岡会員、矢倉会員より特別寄付をいただきました。
ありがとうございました。

◦千里RC様より2000回記念例会のご案内が届
いております。元国際ロータリー理事の千
玄室様が卓話をされます。回覧しますので、
ご希望の方はお申し込み下さい。
◦次週10月6日（月）の例会は簡ガバナー補佐
訪問の日です。クラブ協議会を開催致しま
すので、できるだけご出席下さい。

社会奉仕委員会

◦地区大会事務局より本年度地区大会につき

澁谷委員長

まして、申し込み書が届きました。回覧致し
ますので、ご記入ください。またご夫人様へ
は、ご自宅へ郵送用の封筒をいただきまし
たので、本日郵送致しました。ご夫人のご参
加をお待ちしております。
◦ロータリーの友10月号が届きましたので、
BOXへお配りしました。
◦本日は理事会を開催致します。理事の方は

①9月24日（水）江坂企業協議会主催の迷惑駐
車追放パトルールが行われました。当クラ
ブの会員として、毛利パスト会長、梶山パス
ト 会 長、阪 本 パ ス ト 会 長、橋 本（徹）会 員、
山岡会員、澁谷が参加しました。
②10月1日は当クラブのクリーンデーです。よ
ろしくお願いします。

ご参加下さい。

出席報告

阪本委員長

●会 員 数 47名 ●来
客
0名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 85.71％
●8月25日の出席率（メーキャップを含む）100％
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クラブフォーラム
テーマ「どうすれば良い、今年度の国際奉仕事業？」
司会 国際奉仕委員会 橋本（芳）委員長
記録 国際奉仕プロジェクト委員会 澤井委員長

橋本
（徹）
IM実行副委員長

ニコニコ箱

山岡副SAA
今年度も国際奉仕事業を積極的に進め
るのが田中会長の方針でしたので、ここ数年来、
事業を展開しています、友好RCでありますタ
イのナコンパノムRCとの子供たちの為の浄水
器設置の事業も今年度も続けて行く方向で進
めていましたが、我々の姉妹RCでありますス
リランカのコロンボセントラルRCからも事業

◆尾家会員

のオファーが来ました。

お蔭様で金婚式を迎えました。早速に
お祝いの盛花ありがとうございました。
◆橋本（芳）会員
今日は、国際奉仕のクラブフォーラム

今年度は残念な事に社会奉仕事業に地区補
助金を使用する事が決定していましたので、
予算的に事業費だけとなってしまいました。

です。ぜひ多くの方の意見がある事を

それだけだと１つの事業を出来るか出来ない

期待を込めて。

かです。引き続きナコンパノムRCと事業をす

◆阪本会員

るべきだ。姉妹RCからの要請なので絶対に優

誕生日の御祝い有難うございました。

先的にするべきだ。予算をやりくりして、寄付

◆堀会員
9月26日の炉辺談話をはじめ会員の皆

を集めてでも両方するべきだ。などなど、色々

様に雅屋（みやびや）をご利用頂きあ

と意見が分かれる所です。本来なら理事会で

りがとうございました。

決定するべき案件ですが、私も含め新しいメ

◆杦本会員

ンバーが増えてきています。この機会に是非

無事故無違反チャレンジコンテスト協

とも皆さんの意見を聞いたり発言することで、

力ありがとうございました。

今後の国際奉仕に生かされると思い、クラブ

◆家村会員
長い間休みました。ひさしぶりです。

フォーラムを開催させていただきました。上

ニコニコします。

記案件の詳しい説明は私自身知らないことが

◆木田会員

多いので説明不足になっては議論になりませ

来月は米山月間ですので、未だの方、

んので、両方のプロジェクトに関わって頂い

寄付よろしくお願いします

ています。今年度国際奉仕プロジェクト委員

──────────────────
本日のニコニコ箱

28,000円

累計のニコニコ箱

360,000円

会の副委員長でもあります、小林パスト会長
に補足説明をして頂きます。
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ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ

2005-06

CCRCより代表団来訪、吹田西RC25
周年記念式典へ出席、スマトラ沖地
震津波災害義援金目録贈呈。

2006-07

新たな友好クラブ選定のため、タイ
国ナコンパノムRCへ代表団派遣。ス
マトラ沖地震による津波被害地訪問。
クリーンウォータープロジェクト
（CWP）の検討。

◦小林パスト会長補足説明
吹田西RC

姉妹・友好クラブ及び

国際奉仕プロジェクト（旧WCS）活動の歴史
1980

吹田西RC設立総会

1985-86

スリランカのコロンボセントラル
RC（CCRC）へ 親 善 訪 問（吹 田 市 と
スリランカのモロトワ市の姉妹都市
提携、スリランカ名誉総領事館が吹
田市に開設されていた背景）

1986-87

CCRCより20名の来訪、姉妹クラブ
提 携 決 定。代 表 団 をCCRCへ 派 遣、
姉妹クラブ提携書に調印。アラワ村
住宅プロジェクト（後のロータリー
村）開始。

1991-92

CCRCへ代表団派遣、ロータリー村
開村式。

1994-95

フィリピン・サンフランシスコデル

◦会員意見

モンテRCへ「貧しい高校生のための

事業を決めるのは理事会にてやはり決める

進学用義援金」WCSプロジェクト

べきだ。

CCRCへ代表団派遣、ロータリー村

やはり両者とも継続してやってほしい。

モニュメントと児童公園開設

新しいパートナーを選び出すのは難しいけ

1997-98

CCRCより代表団来訪。

れど同じ事業を長く続けるなら、新しいパー

2001-02

CCRCへ代表団派遣、アラワ地区職

トナーを探して新しい事業をしていけばよ

業訓練センター完成式。

い。

2002-03

CCRCへ代表団派遣。

新しく寄付を求めるのは良くない。

2003-04

CCRCへ代表団派遣。

個人的には新しいパートナーを求め、新し

2004-05

CCRCへWCS「空き缶回収事業」

い事業を求めても良いのではないか。

1996-97

−4−

