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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1743回例会 令和元年 9 月 2 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「米山記念奨学会報告」
米山記念奨学会委員会 長屋委員長
米山記念奨学生

サンダリディルシャーニ ヴィターナゲー 様

第1744回例会 令和元年 9 月 9 日
今週の歌 「証成寺の狸ばやし」
卓
話 「40周年記念講演会

熱いハートを燃やせTOKYO2020」
1964東京五輪出場
メキシコ五輪銅メダル得点王 釜本 邦茂 氏

前回の記録
会長挨拶

よろしくお願い致します。

橋本
（徹）会長

吹田西ロータリークラブのビジョン作成をするに当
たり、会員全員の意見を取り入れる為に、会員アン
ケートを実施することに致しました。
今現在の吹田西ロータリークラブの現状を皆様がど
のように思っておられるのか？変えていかなくてはい
けないところ、変えてはいけないところを考え、今
後、我々が目指す、吹田西ロータリー像を見出し、そ
れに近づけるようにビジョンを作成して行きたいと思
います。
9 月 9 日の記念講演例会の件ですが、現在116名の
申込みが来ています。この 8 月の増強月間に合わせ
て、皆さんのお知り合いにもう少し声をかけて頂き、
ロータリーを知って頂ける機会にしたいと思います。

国際ロータリークラブ第2660地区の地区大会のPR
に大阪西南ロータリークラブから地区大会実行委員会
副幹事 吉成典子様、ようこそおいでくださいまし
た。後ほどよろしくお願い致します。
8 月は、北方領土返還運動全国強調月間となってお
り、本日のゲストスピーカーとして、浄土宗 西林寺
住職 大崎順敬様をお迎えしております。私の20年来
の友人であり、20年前に同じ会に所属しており、その
時に、北方領土返還運動推進大阪府民会議の理事に

40周年記念式典まで279日です。
第1742回例会よろしくお願い致します。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

山下委員

ゲストスピーカーとして
独立行政法人北方領土問題対策協会
大阪府委員

大崎

順敬 様

地区大会の案内として
大阪西南RC

吉成

典子 様

なって頂きました。本来なら 1 年間の約束だったので
すが、周りの人が大崎さんを離さないので、本業も忙

2019－20年度国際ロータリー第2660地区 地区大会

しい中、現在も運動して頂いています。20年間の運動

日程：2019年12月13日・14日

の話を聞き、北方領土について学びたいと思います。

場所：リーガロイヤルホテル大阪・大阪国際会議場

出席報告

14日公開シンポジウム
出演者：大畑

大介 氏・鳥谷

敬氏

「若者が躍進する世界を目指して」

●会

員

●来

出席委員会

数

50名

出席会員数

客

2名

本日の出席率

阿部委員長

39名
90.7％

● 7 月29日の出席率（メーキャップ含む）100％

クラブ奉仕委員会

橋本（芳）委員長

9 月 9 日（月）の創立40周年記念講演例会＆家族会の
講演例会の方はまだまだ人数が集まっていませんので
多くの友人、知人等を連れてきてください。一人でも
多くの方を呼んでいただきたいです。よろしくお願い
します。
家族会の会費が変更になりました。メンバー7,000
円、家族3,500円です。次回 9 月 2 日の例会にて集め

幹事報告

堀幹事

たいと思いますのでご用意お願いします。

社会奉仕委員会

清水（良）委員長

明日、 8 月27日
（火）
、ビケンテクノ様において、献血
活動が行われます。午前10：00～12：00、午後 1 ：00
～ 4 ：00の時間帯です。多くの皆様のご参加を、お願
い致します。
また、恒例の「大阪府無事故・無違反チャレンジコ
ンテスト」のご案内です。今年もクラブとして参加し
て、交通事故防止の一助にしたいと思います。エント
リーのため、皆様、所定の用紙に、免許証番号、氏
1 ．国際ロータリーより、ロータリー財団寄付認証品

名、生年月日を記入し、押印をお願いします。 9 月は

が届きましたので、贈呈させていただきます。

祝日の関係で例会休みが続きますので、できれば、次

PHF＋ 1 襟ピン：木田会員

回例会までに、ご記入をお願いします。

国際奉仕委員会

小林副委員長

本年度のクリーンウォータープロジェクトについて
スケジュール：11月20日（水）出発～25日（日）帰国
代表団リスト：橋本会長、西村国際奉仕担当理事、
木田会員、榎原会員、坂本
（一）
会員、
角谷会員、小林
2 ．12月13日・14日に地区大会が開催されます。出欠
表に記入をお願いします。
3 ．本日例会終了後に理事会があります。

＝計 7 名

上記確定しました。
西村会員は現地集合、現地解散。角谷会員は現地集
合となっています。全員のタイ国内線の手配を完了し

ました。国内線はLCCで、キャンセル不可ですので

長、檜 皮 副 委 員 長 と

ご承知置き下さい。

木下で懇親会に参加さ

尚、今日現在、地区補助金は未だ振り込まれていま

せて頂き、各所属クラ

せん。 8 月後半から 9 月上旬に振り込みが予想されます

ブのバナーを交換し友

ので、木下会計に確認をお願いしています。確認あり

好を深めて参りまし

次第、ナコンパノムRCの指定口座に振り込みを実施

た。また、25周年を迎

します。

えるギンディーロータ

40周年実行委員会

紙谷幹事

当クラブの45周年、50周年に向けてのビジョン策定
のためのアンケート用紙を配付させていただきまし
た。10月実行委員会にて協議し、12月 9 日総会にて

リークラブと我がクラ
ブの40周年記念バッジ
の交換を行いましたの
で、ご報告させて頂きます。

ニコニコ箱

ビジョン発表を予定しておりますので、 9 月 9 日まで

●橋本（徹）会長

に提出の方宜しくお願いします。
創立40周年記念ピンバッジは、クラブより各 １ つず
つ配付させていただいておりますが、予備にもう 1 つ
ご入用の方は＠500円にて販売いたしますので、事務
局までご連絡お願いいたします。

地区国際奉仕委員会

木下副委員長

村井SAA

大崎様 卓話よろしくお願い致しま

す。
●坂本（一）会員

本日卓話の大崎順敬さん、20年来の

先輩です。皆様よろしくお願いします。
●石﨑会員

諸々の欠席のお詫び。

●矢倉会員

御礼が遅くなりましたが、由上さんごち

そうさまでした。
●荻田会員

昨日、豊中市民水泳大会に出場し、50m

背泳と200mフリーリレーで優勝しました。
●長屋会員

荻田さん、清水さん、先立ってはありが

とうございました。
●橋本（芳）会員

アートレイクのB月例会にて優勝し

ました。そしてベストスコアも出ました。IN/OUT
38/38

去る 8 月20日
（火）に、インドの南部でスリランカ対

76、やりました。

累計のニコニコ箱

250,000円
4,000円







お誕生日のお祝い

伴者21名）のロータリアンが東京、名古屋、広島訪問

会

員
阪本会員
田中会員
橋本（幸）会員

後、我がRID2660地区を表敬訪問したいと来阪されま
した。
高谷地区代表幹事、地区国際奉仕委員会 前田委員

28,000円

累計ニコニコB

岸のベンガル湾に面したチェンナイ地方のRID3232
地区から、ガバナーを含め総勢41クラブ98名（内同

本日のニコニコ箱



9月

会員夫人
田中会員夫人
荻田会員夫人
小林会員夫人

ロータリーは世界をつなぐ
よって択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島からなる

野球同好会

清水
（大）
会員

北方領土は不法に占拠されました。そして現在もロシ

今年度のガバナー杯の日程が決定いたしました。10

アの不法占拠にあるこれら北方領土を、一日も早く日

月5日
（土）
より試合が始まります。詳細は来月ご報告

本へ返還してもらうことを北方領土問題といいます。

いたします。また 9 月 1 日（日）9 ：00～11：00吹田市

終戦まもない1945年（昭和20年）12月、当時の安堂

山田グランドで練習を行いますので、ご参加ください。

ゴルフ同好会

榎原委員

第 1 回吹田西RC橋本会長杯ゴルフコンペを来週 9
月 4 日に茨木高原カンツリー倶楽部で行います。参加
される方はよろしくお願いいたします。

石典（いしすけ）根室町長が連合軍最高司令官マッ
カーサー元帥に対して北方領土問題の解決を訴える陳
情書を提出しました。このことが北方領土返還要求運
動の始まりです。
我が国は、一貫してこれら四島の返還をロシア（ソ
連）に対して要求し続けています。しかし、1956年

卓

話

「北方領土返還活動」の現在
独立行政法人 北方領土問題対策協会
大阪府委員 大崎 順敬 氏
浄土宗 西林寺住職

（昭和31年）日ソ共同宣言が署名され、両国間に国交
が回復されてから既に56年の年月が経過しているにも
かかわらず、その返還は未だ実現していません。
北方領土は、わたしたち日本国民が先祖伝来の地と
して受け継いできたもので、歴史的にも条約的にも我
が国固有の領土です。
北方領土問題は、日・ロ両国間の最大の懸案事項で
あり、日・ロ間の真の関係改善のためには、四島の返
還によりこの問題を早急に解決し、平和条約を締結す
る必要があります。
わたしたち国民一人ひとりが問題の正しい認識を深
め、北方領土が日本に還るまで、返還運動を続けま
しょう。

1855年（安政元年） 2 月 7 日。
静岡県下田市において日魯通好条約が結ばれました。
この条約で両国の国境は、択捉島とウルップ島の間
に決められ、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島は日
本の領土とし、ウルップ島から北の千島列島はロシア
領として確定され、樺太は両国民の混住の地と決めら
れました。
ところが、第二次世界大戦の終了直後、ソ連軍に

