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卓話 「春の移動例会」 
Weekly No. 1568は由上委員が担当しました。
Weekly No. 1569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1569回 例会予告　平成27年4月6日
識字率向上月間

会長挨拶 田中（慶）会長

先週内容

卓話 「バイオリン演奏」 KAGOミュージック
  籠谷 紗希 様
  モリオカ モリオ 様
  清水委員長ゲスト
今週の歌 「我等の生業」

第1568回例会　平成27年3月30日

出席報告
●会　員　数 47名 ●来　　　客 1名
●出席会員数 34名 ●本日の出席率 89.47％
●2月24日の出席率（メーキャップを含む） 100％

阪本委員長

去る3月14日のインターシティミーティング、
中西麻耶さんの講演会でお話を拝聴しました。
中西さんは事故で右足膝下をやむなく切断し、
国体を目指していたソフトテニスを断念され
ました。しかし、その翌年から陸上競技を始め
られ100m・200mの日本記録を樹立された後、
北京パラリンピックで素晴らしい成績を残さ
れました。その後は種目を幅跳びに変更しロ
ンドンパラリンピックにも出場されました。
現在はリオデジャネイロ・東京パラリンピッ
クへ向けて頑張っておられます。演題にもあ
りました、“あきらめない心”の気持ちで、厳し
い立場におかれても強い気持で乗り越えてこ
られた精神力には感銘を受けました。講演会
に参加された皆様も中西さんの姿勢に感心し

Weekly No.1568 ／ 平成27年3月30日

幹事報告 本田幹事
◦地区より「ロータリーの心と実践〔2015年改
訂版〕」が届きましたのでお配り致します。

ロータリーフェスティバルへの参加案内
社会奉仕委員会 澁谷委員長

　第2660地区の全てのクラブが参加するロー
タリーフェスティバルが5月5日（月）大阪市中
央公会堂を主な会場として行われます。本日、
資料4枚配布させていただいてますので、プロ
グラム内容確認して頂いて、ぜひ参加お願い
します。
プログラム参加申し込み及びチャリティウェ
アー申し込みは3月30日（月）の例会時迄当ク
ラブ又は事務局迄FAXで申し込んでください。

次年度理事・委員の皆様へ 荻田次年度幹事
　次年度、理事・委員の皆様は4月11日の地区
協議会へご出席を予定されていることと存じ
ます。
　5月には皆様に今年度の方針・予算の提示を
お願いしますので、どうぞ、方針、予算をどう
するかを意識して参加していただきますよう
お願い申し上げます。

ゲ　ス　ト
 ゲ ス ト 入 会  辻　俊秀 様

堀委員

聞き入っておられました。本当に素晴らしい
講演会となりました。
今後、中西さんがパラリンピアンとして世界
で大活躍されることを期待し、応援させてい
ただきたいと思います。
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◆髙木会員
3ヵ月間お休み頂きまして、ご心配と
ご迷惑をおかけ致しました。これから
もよろしくお願いします。
◆由上会員
IM実行委員会の皆様大変ご苦労様でした。
特に小林委員長、IMが終わったからと
言って、タバコをやめないで下さい。
　　　　　　　　　　愛煙同好会より。
◆小林会員
IM御協力ありがとう御座居ました。
◆西村会員
IM成功おめでとうございます。結婚記
念日のお花ありがとうございます。
◆荻田会員
本日、自分の確定申告が終わり、全て
期限内に申告することができました。
◆田中（孝）会員
お誕生日のプレゼントありがとうござ
います。後任の辻さんをよろしくお願
いします。
◆山岡会員
IM成功、皆様お疲れ様でした。
◆木田会員
インターシティーミーティングおつか
れ様でした。
◆澁谷会員
IM大成功でした。大変良かったです。
この次はロータリーフェスティバルへ
の参加宜しくお願い致します。
◆青木会員
IMお疲れ様でした。
◆佐藤会員
IMはほんとうにお疲れさまでした。
ホッとしました！！
◆井伊会員
IM実行委員会ご苦労様でした。
◆杦本会員
IM成功おめでとうございます。
◆矢倉会員
IMお疲れさまでした。
◆本田会員
IM大変すばらしく感動いたしました。
実行委員の方々、ありがとうございます。
◆木下会員
IM無事、大役を終えました。風邪をひ
いて治りません。今日はタイの報告で
す。ガンバリました。
◆清水会員
皆様、IM本当に、本当にお疲れ様でし
た！司会で矢倉さんに助けられました。
おかげで家族とおいしいお酒が飲めま
した。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 69,000円
 累計のニコニコ箱 906,000円

ニコニコ箱 山岡副SAA 卓　　話卓　　話

橋本（芳）委員長
スライド作成　木下会員

「クリーンウォータープロジェクト
 タイナコンパノムRC訪問報告」

団長　副会長　　　　　　　　井伊圭一郎
団員　会長エレクト　　　　　青木　建雄
　　　国際担当理事　　　　　橋本　芳信
　　　ロータリー財団委員長　榎原　一滋
　　　米山委員会委員長　　　木田　昌宏
　　　クラブ奉仕　　　　　　木下　基司
　　　直前会長　　　　　　　石崎　克弘
　　　国際奉仕プロジェクト　小林　　哲
      　計8名
1/24㈯
11:00 関空出発　TG623（関空4Fタイ航空カ

ウンター付近9時15分集合） 
15:45 バンコク到着（時差2時間遅れ）
 キアティサック元提督及び通訳のアイ

ちゃん（Ms.Arisara）のお出迎え。超
VIP待遇にて特別税関口からの入国。軍
の方からの送迎。ホテルへ移動。

 （Amari Don Mueang Airport Hotel）
 夕食を兼ねながらの観光。
18:00 Asiatiqueへ移動。
20:00 タイボクシングショウ（1時間半）
21:30 夕食　タイ風焼きそば及びタイ鍋

1/25㈰　朝食後チェックアウト
08:00 ドンムアン空港へ（徒歩：ホテルと空

港は繋がっています）
10:05 離陸　DD9514便（国内線ノックエアー）
11:15 ナコンパノム着
 ナコンパノムRCのお出迎え。ナコンパ

ノム基地司令官等のお出迎え。先導者
付きの送迎。

12:00 Fortune Riverview Hotel着チェックイ
ン後ホテルで昼食（ちょっとタイの味
を楽しむ）

 休憩後2時間かけて田中会長の手土産の
仕分け作業。キアティサック元提督及
びボディガード、アイちゃんもお手伝
い。ナコンパノム市内観光キャンセル。

18:30 夕食（パストガバナー夫人＝パスト会
長Ms.Sukanyaの招待）市内のレストラ
ン。（ドイツ料理と聞いていたのですが
イギリス人オーナーのタイ風ヨーロッ
パ料理）タイ料理を堪能。あまり言葉が
通じないので静かな懇親でした。

1/26㈪
07:00 朝食

08:30 ホテル出発　ナコンパノムRCメンバー
と共に。

09:00 Ban Nong Hoi Kham Aom Schoolへ
 （バン ノイホイ カーム アオム）
 ホテルより85km
09:30 完成式典開始。
 ⑴歓迎の子供たちの踊り。
 ⑵ナコンパノムRCのメンバー紹介
 ⑶ナコンパノムRC会長挨拶
 ⑷吹田西RCメンバー紹介（小林会員）
 ⑸吹田西RC井伊副会長挨拶
 ⑹校長先生からのお礼の挨拶
 ⑺クリーンウォータープロジェクト目

録贈呈（冷却装置付き浄水装置1器（橋
本会員）

 ⑻子供たちに手土産のお菓子配り、出
前事業の歯ブラシ配り

 ⑼出前事業「青木会員による口内ケア
の講習会」サポート木下会員

 ⑽記念撮影
 学校の先生や親たち、そして子供たち

に本当に感謝していただけました。子
供たちの純真な笑顔を見るだけで、こ
の事業をして良かったなと思います。

12:00 昼食：学校より30kmのレストラン。ナ
コンパノムRCのメンバーと共に、瓶に
入った地酒やタイ料理を堪能。

 タイで最も有名な寺院の一つである
Prathat Phanom訪問見学後ホテルへ。

17:00 ホテル出発
18:00 ナコンパノムRC主催歓迎夕食会（ナコ

ンパノムRCメンバーのホテルにて）各
メンバー紹介及び協力の軍メンバー紹
介。ナコンパノム会長挨拶、石崎直前会
長挨拶。食事の後、歌と踊りで盛り上が
り、ナコンパノムRCの例会スタイルの
ようです。1、2、3、4、5月生まれまでの
誕生日お祝いをしていただきました。
言葉が通じなくても歌と踊りの設営で
懇親をしていただきました。

1/27㈫
09:15 ホテル出発。ナコンパノムRCメンバー

と隣国ラオス視察へ。夕刻ホテルへ。
18:00 吹田西RC主催答礼夕食会（宿泊ホテル

にて）入口にてお出迎え。吹田西RCス
タイルの例会でスタート（司会 小林会
員）、副会長点鐘、国歌斉唱、ロータリー
ソング、お客様紹介（木下会員）、井伊
副会長挨拶と進み、キアティサック元
提督乾杯の挨拶で懇親会スタート。歌
や踊りで盛り上がり、瓶の地酒が登場、
後々の波乱を呼ぶ。青木会長エレクト
の挨拶。アイちゃんの活躍にロータリー
バッチなどを贈呈（木田会員）。中締め
の挨拶（榎原会員）。全員で手と手つな
いで。記念撮影。出口にて見送り。

 吹田西RCとナコンパノムRCの例会の
良いところを取り入れた良い例会と
なったと思います。言葉が解らなくて
もとても楽しく懇親ができたと思いま
す。ただ、調子に乗り過ぎて瓶の地酒な
などを飲み過ぎて木下会員が乱心。橋
本会員が体調不良。反省しています。

1/28㈬　朝食後チェックアウト
10:15 ホテル出発。空港までナコンパノムRC

会員による見送り。
11:45 ナコンパノム発 DD9515
12:55 バンコク着
 ＊昼食：タイ王国海軍将校クラブ。味

の辛さを抑えてもらったので、タイの
食事をおいしくいただけました。

 ＊宮殿、エメラルド寺院、ワットアルン
（暁の寺＝三島由紀夫の小説で有名）見
学の予定が姫が宮殿に帰って来たので
内部見学中止。外からの見学。

 ＊その後市内のホテルへ（Center Point 
Hotel）

 ＊夕食：フカヒレを食べにレストランに
 ＊青木、井伊会員空港へ
23:15 上記2名　バンコク発 TG622
 （関空着　翌朝06:25）

ここで訪問団公式訪問は終了です。
昨年はタイの動乱で訪問は中止となりました。
しかし、今回石﨑直前会長に参加していただ
き、ナコンパノムRCの直前会長と懇親が出来
たことは、その時の事業も活きてくると思い
ました。
橋本、木下会員は今回初めての国際事業参加
ですが共に事業の素晴らしさ、国際交流の良
さなどが解り今後のロータリーに生かせると
思います。
今後のナコンパノムRCとのクリーンウォー
タープロジェクトはまだ全部の学校には済ん
でいないので続けられると思いますが、今回
次年度青木会長、次々年度井伊会長に参加し
ていただいたので、今後のプロジェクトの方
針を考えていただけると思います。
全訪問団旅程を段取りしていただき、今回も
お金以上の働きをしていただいたアイちゃん、
及び全サポートをしていただいたキアティ
サック元提督を参加させた国際プロジェクト
委員会、副委員長、小林パスト会長には本当に
感謝しています。有難う御座いました。そして、
訪問団の皆さんお疲れ様でした。

以下はその後の観光です。

1/29(木)
08:30 カンチャナブリ県へ出発
10:45 現地到着
11:30 クワイ河遊覧（昼食＝船上）
14:00 クワイ橋見学
 （ミャンマーとタイの国境の橋＝映画

「戦場に架ける橋」で有名・クワイ河マー
チの歌）

16:00 バンコクへ
 ＊到着後適時、適当な場所で夕食

1/30㈮ 終日フリー (ゴルフ、買い物、観光等)

1/31㈯
08:00 ホテル出発
11:00 バンコク発　ＴＧ672
18:10 関空着
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 ＊昼食：タイ王国海軍将校クラブ。味

の辛さを抑えてもらったので、タイの
食事をおいしくいただけました。

 ＊宮殿、エメラルド寺院、ワットアルン
（暁の寺＝三島由紀夫の小説で有名）見
学の予定が姫が宮殿に帰って来たので
内部見学中止。外からの見学。

 ＊その後市内のホテルへ（Center Point 
Hotel）

 ＊夕食：フカヒレを食べにレストランに
 ＊青木、井伊会員空港へ
23:15 上記2名　バンコク発 TG622
 （関空着　翌朝06:25）

ここで訪問団公式訪問は終了です。
昨年はタイの動乱で訪問は中止となりました。
しかし、今回石﨑直前会長に参加していただ
き、ナコンパノムRCの直前会長と懇親が出来
たことは、その時の事業も活きてくると思い
ました。
橋本、木下会員は今回初めての国際事業参加
ですが共に事業の素晴らしさ、国際交流の良
さなどが解り今後のロータリーに生かせると
思います。
今後のナコンパノムRCとのクリーンウォー
タープロジェクトはまだ全部の学校には済ん
でいないので続けられると思いますが、今回
次年度青木会長、次々年度井伊会長に参加し
ていただいたので、今後のプロジェクトの方
針を考えていただけると思います。
全訪問団旅程を段取りしていただき、今回も
お金以上の働きをしていただいたアイちゃん、
及び全サポートをしていただいたキアティ
サック元提督を参加させた国際プロジェクト
委員会、副委員長、小林パスト会長には本当に
感謝しています。有難う御座いました。そして、
訪問団の皆さんお疲れ様でした。

以下はその後の観光です。

1/29(木)
08:30 カンチャナブリ県へ出発
10:45 現地到着
11:30 クワイ河遊覧（昼食＝船上）
14:00 クワイ橋見学
 （ミャンマーとタイの国境の橋＝映画

「戦場に架ける橋」で有名・クワイ河マー
チの歌）

16:00 バンコクへ
 ＊到着後適時、適当な場所で夕食

1/30㈮ 終日フリー (ゴルフ、買い物、観光等)

1/31㈯
08:00 ホテル出発
11:00 バンコク発　ＴＧ672
18:10 関空着
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2015～2016年度　理事・役員及委員会組織表
理　　　　　事
会　　　　　長 青木　建雄
会長エレクト 井伊圭一郎
副　　会　　長 澁谷　清明
クラブ奉仕担当理事 伊藤　泰充
職業奉仕担当理事 橋本　徹也
社会奉仕担当理事 榎原　一滋
国際奉仕担当理事 木田　昌宏
青少年奉仕担当理事 阿部　吉秀
Ｓ　　Ａ　　Ａ 小林　　哲
会　　　　　計 西村　元秀

第2660地区委員
・第2組ガバナー補佐 新井　　清
・国際奉仕委員会 木田　昌宏
・ロータリー財団補助金小委員会 紙谷　幸弘

会　計　監　事 石﨑　克弘
幹　　　　　事 荻田　倫也
第 一 副 幹 事 長屋　　興
第 二 副 幹 事 榎原　一滋
副　　会　　計 瀬川　　昇
副　Ｓ　Ａ　Ａ 河邊　哲郎
副　Ｓ　Ａ　Ａ 本田　智敎
副　Ｓ　Ａ　Ａ 大藤　辰弘
副　Ｓ　Ａ　Ａ 堀　　　豊

委員会名 委員長 副委員長  　委　員
クラブ奉仕 伊藤　泰充 橋本　芳信
　出　　席 山岡英次郎 澤井　正寛
　クラブ会報 堀　　　豊 矢倉　昌子 水間　正一 大藤　辰弘
　（雑誌・広報）  
　親睦活動 木下　基司 清水　大吾 紙谷　幸弘
    
　会員増強 尾家　　亮 仲辻　　章 梶山　高志
　（会員選考・職業分類）
　プログラム 長屋　　興 中堀　和英
　記録（IT含む） 坂口　道倫 村井　正雄
　研修情報・規定 石﨑　克弘 瀧川　紀征 田中　慶一
　音　　楽 杦本日出夫 毛利征一郎
職業奉仕 橋本　徹也 由上　時善
社会奉仕 榎原　一滋 郷上　　勲
（環境保全）
国際奉仕 木田　昌宏 家村　武志 阪本　勝彦
　ロータリー財団 佐藤　原二 新井　　清
　国際社会奉仕プロジェクト 清水　大吾 山岡英次郎
青少年奉仕 阿部　吉秀 小川　　勉
　米山記念奨学会 髙木久美子 宮川藤一郎
　青少年交換 鈴木　基弘


