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つのテスト

●真実かどうか

第1571回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

誤解である。先日ロンドン郊外で1000億バレ
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ルの原油が埋蔵されているのを発見した。こ

卓話 「DLPとガバナー補佐制度」
新井ガバナー補佐エレクト
「炉辺談話報告 〜国際奉仕・青少年奉仕〜」
橋本（芳）委員長
紙谷委員長
今週の歌「限りなき道ロータリー」

れは北海油田の推定埋蔵量500億バレルを大き
く上回る「世界級の潜在資源」だとしている。

⒉シェールガス

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

地下数百〜数千メートルのシェール層に含ま
れているガスで人工的につくった割れ目から

田中
（慶）会長

ガスを取り出す「水圧破砕法」の技術が進み、
生産コストも大幅に下がった。現在生産が最
も盛んなのは埋蔵量世界2位のアメリカ合衆国
である。これまで全米で約50万人の雇用を生
んでいることから、
「シェールガス革命」とい
う言葉も飛び交っている。

幹事報告

主要エネルギー調査

本田幹事

◦第10回理事会報告

⒈原油

①6月度プログラムについて承認する。

安易な姿勢で環境問題を扱う討論番組などで、

②5月5日（水）RFに10名程度の申し込みが

「あと数十年で石油は枯渇（コカツ）する」な

あり、Tシャツもまとめて購入する。お申

どといわれる場合があるが、これは浅はかな

し込みの方は当日ご参加下さい。

ロータリー雑 誌月間

③吹田まつり協賛金について、例年通り1万

次週 第1572回 例会予告

平成27年4月27日
吹田警察署 交通課
毛利委員長ゲスト
阪本委員長ゲスト
Weekly No. 1571は郷上委員長が担当しました。
Weekly No. 1572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）

円の協賛をすることを承認する。

卓話 「春の全国交通安全運動」
5/11（月）
〜5/20（水）

④35周年記念例会について、6月1日（月）に、
東急REIホテルにて行うこととし、詳細は
順次詰めてゆく。
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⑤その他

野球同好会

新入会員、辻俊英会員の所属は親睦活動
委員会とする。

清水会員

第26回 RI第2660地区
ガバナー杯争奪軟式野球大会
表彰式・懇親会

◦今年度地区の報告書が届きましたので、お
配り致します。

ゲ

ス

ト

公益財団法人日本発明振興協会
関西支部
支部長

堀委員
西垣

哲様

出席報告

阪本委員長
●会 員 数 47名 ●来
客
1名
●出席会員数 40名 ●本日の出席率 95.24％
●3月9日の出席率（メーキャップを含む） 100％

4月2日（木）ホテル日航大阪にて、泉博
朗ガバナー出席のもと2014-2015年度国際
ロータリー第2660地区第26回ガバナー杯
争奪軟式野球大会の表彰式・懇親会が開
催されました。

誕生御祝−４月

我 がＳＵＩＴＡ

ＷＥＳＴは ２ 勝 ３ 敗

（内２敗は不戦敗）と不本意な成績で終わ
りましたが、強豪八尾東ＲＣには敗れは
したものの、互角の良い試合が出来ました。

ゴルフ同好会

橋本（芳）会員

第2回吹田西RC田中会長杯ゴルフコン
ペが今週、15日（水）にあります。体調を

今大会の我がクラブの最優秀選手は、

整えて来て下さい。組み合わせ表も今日

７０歳を迎えられましたが今なお元気に

お渡ししています。ご確認お願いします。

セカンドのレギュラーで出場し大活躍

ABCゴ ル フ 倶 楽 部、ス タ ー ト9時54分、

だった、監督でもある石﨑会員を選出致
しました！

OUT・IN同時スタートです。集合は9時
10分までにお越しください。表彰式はプ

今年度はガバナー杯４度目の優勝を目

レイ終了後クラブハウスにて行います。

指して頑張りたいと思います。

そして、吹田江坂RCとの対抗戦が6月3

ご支援ご声援の程、何卒よろしくお願

日（水）、アートレイクにて行われます。

い申し上げます。

時間調整よろしくお願いします。
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ニコニコ箱

◆西村会員

山岡副SAA

春の本格化に期待して。

◆西垣 哲 様
卓話でお世話になります。９年間お世

◆荻田会員

話になり有難うございました。ダスキ

兵庫大会、メドレーリレー、フリーリ

ンから辻さんがお世話になります。よ

レー 200m（4名×50m）で金メダル、銀

ろしく。感謝合掌。

メダルをいただきました。他の３名が
速かったので。
──────────────────
本日のニコニコ箱
27,000円
累計のニコニコ箱
1,035,000円

◆小川会員
なつかしの友、西垣さんを卓話におよ
びして。

卓

◆青木会員

話

「発明考案のすすめ」

ゲストスピーカーとして西垣哲氏をお

公益財団法人日本発明振興協会
関西支部 支部長
西垣 哲 様
小川パスト会長ゲスト

迎えして。

◆橋本（芳）会員
身内の不幸がありまして、家族例会欠
席しました。すみません。

◆木下会員
今年に入り２位続きで、まだHD12のま
まですが、昨日の研修会で初優勝しま
した。来週からのキャプテン杯がんば
ります。

◆堀会員
先週、初めて地区研修・協議会へ参加
させていただきました。今後の活動に

私の人生はご縁と運。今日は9年もダスキン

活かしてまいります。

を通じて吹田西ロータリークラブの皆様にお
逢い出来たこと大変嬉しく思います。

◆佐藤会員

私はダスキンの創業時に参画出来たことで、

先週、移動例会欠席でした。残念！！

私の人生が決まりました。ぞうきん屋が商売
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ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ

しいです。

になるとは無知でしたが、ここが強運です。工
学部応用化学出身の私は、2人目の研究員でし
た。米国の商品を畳のある日本で創造した商

一、遊ぶ

品、考えた商品は売れるは売れるはでした。毎

二、楽しむ

年倍々ゲームの売上げ。経済成長の波に渡っ

三、交わる

たと思いますね。今でも年間売上1,000億円に

四、奉仕する

なると不思議に思います。

五、学ぶ

私の運の強さは、 ⑴７才の時に終戦を迎

定年後は何事も挑戦が大切です。これから

えた。 ⑵創業時にダスキンにめぐり逢えた。

は明るく元気で少しでも世の中にお役に立つ

⑶トップリーダー鈴木清市社長の経営理念・

人生を過ごしたいです。ありがとうございま

哲学を学べたこと。 ⑷世界中に良き知人、友

した。

感謝合掌。

人が出来たこと。

−クラブ俳句同好会−

今、ダスキン時代から40年ボランティア公

花筏篠山城址の堀にかな
哲

久美 子

です。

にはたづみ

三、感謝合掌

牛

二、深耕

夕桜歩道に雨後の潦

一、共創心

あき ら

三つの言葉を考えました。

見はるかす大和三山風光る

です。

おもひがわ

は夢と希望とロマンを持ち続けることが肝要

みか よ

切です。商品力は品質×価格×感動です。私達

ふれてみし薄紅桜﹁思川﹂

る。それには創造力、技術力の判断と決断が大

ときよし

はお客様に感動商品、おどろき商品を提供す

花の雨喪主の背中にそっと触れ

開発、新しいシステム研究が必要条件です。今

山

企業は永遠です。常に新しい事業、新しい商品

散る花に曲がる電車の最徐行

長を今も続けています。世の中にお役に立つ

兼題 ﹁さくら﹂﹁風光る﹂及び当季雑詠

第三百三十回句会

益財団法人日本発明で東京の理事や関西支部

【今後の予定と兼題】

豊かな人生、輝く人生に五つの言葉を自分

第三百三十一回句会

平成27年5月18日

兼題 「初夏」
「青葉」当季雑詠

にマッチした事柄を見つけての挑戦をして欲
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