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4つのテスト

1. 真実かどうか
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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1748回例会 令和元年10月28日
今週の歌 「四つのテスト」
卓
話 「ガバナー公式訪問」
RI第2660地区ガバナー

四宮 孝郎 様
（大阪西南）

第1749回例会 令和元年11月11日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「TOKYO 2020 その後の私の夢」
アジアパラリンピック63KG級銅メダリスト

工藤 博子 様

前回の記録

スに触れさせてあげたい事業でもあります。皆様の近

会長挨拶

橋本
（徹）会長

くにいる子供たちに声を掛けてみてください。

こんばんは、今回のノーベル化学賞受賞の吉野 彰

そして、10月24日は、世界ポリオデーです。10月24

さんは、吹田市生まれで、吹田市立千里第二小学校時

日は、ポリオのワクチンを発明したジョナス・ソーク

代の担任の先生が化学出身の先生で、面白い化学の話

博士の誕生日です。それにちなんで世界ポリオデーと

を聞いていて、この先生との出会いが科学への道へ、

なっています。いろんな団体が、この日に取り組みを

導いたきっかけであったと振り返っておられます。子

行いますが、世界のロータリークラブが、この日に合

供の頃に何気なく見たもの聞いたものというのは大人

わせて多くの行動を起こすようです。国際ロータリー

が思っている以上に影響があることがわかります。子

クラブのフェイスブックでポリオ根絶の特別プログラ

供たちには、いろんなきっかけのチャンスに触れさせ

ムも発信されるようです。この日は、私たちも再度、

てあるべきだと思います。このニュースと同時に、小

ポリオ撲滅について考えてみましょう。

学校の先生が同僚の先生をいじめているニュースを知

それでは、40周年記念式典まで224日です。

ると怒りがこみ上げてきます。

1747回例会よろしくお願いいたします。

10月のロータリーのテーマ、経済と地域社会の発展
月間、米山月間、ロータリー学友参加推進週間です
が、ナコンパノムRCとのウォータープロジェクト
は、経済と地域社会の発展の事業であり、子供たち
に、いろんなきっかけのチャンスに触れさせてあげる
事業でもあると思います。そして、11月11日の40周年

ゲスト紹介

親睦活動委員会

山下委員

本日、お客様はおられません。会員で例会を楽しみ
ましょう。

幹事報告

堀幹事

1 ．2019－20年度ベネファクター（恒久基金）認証の

記念講演会「2020への挑戦『障がい者の自分ができる

表彰を行います。

こと』
」も、子供たちに、いろんなきっかけのチャン

橋本（徹）会員

出席報告

2 ．米山記念奨学会より感謝状、表彰ピンが届いてお
りますのでお渡しします。

●会

員

出席委員会

数

50名

出席会員数

客

0名

本日の出席率

福原副委員長
34名

第10回米山功労者メジャードナー 橋本（徹）会員

●来

第8回

西村会員

● 9 月30日の出席率（メーキャップ含む）100％

第2回

長屋会員・堀会員・佐藤会員・杦本会員

第1回

清水
（良）会員

第4回

坂口会員

社会奉仕委員会

73.91％

清水（良）委員長

11月11日開催の視覚障がい者柔道の工藤博子選手の
講演会のご案内です。
ご案内のチラシには、申込期限を記載しています
が、期限にかかわらず、引き続き、申込を受け付けて
おります。
せっかくの機会ですので、多くの方にご参加いただ
きたいと考えています。お手数ですが、重ねて、お知
3 ．来週10月28日はガバナー訪問です。全員の写真撮
影のご案内をお配りしております。（集合時間：
午後 5 時半）
ガバナーとの懇談会の為、役員、理事の方は午後
4 時30分にお集まり下さい。
4 ．本日選考委員会があります。来週理事会がありま
す。

り合いの方へのお誘いをお願いします。
当日は、午後 4 時45分から講演開始予定で、30分前
から受付致します。
メンバーの皆様のご参加は、メーキャップとなりま
す。通常の例会前の時間帯ですが、どうぞ、ご参加を
お願いします。講演会の出欠表を回覧していますの
で、ご記入のほど、よろしくお願いします。

5 ．国際ロータリー日本事務局より、『ロータリアン
の行動規範』に変更点があり第 5 項が追加されま
した。
〈ロータリアンの行動規範〉
ロータリアンが使用するために次の行動規範が採
択された。
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
5 ）ロータリーの会合、行事、および活動におい
てハラスメントのない環境を維持することを
支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告
し、ハラスメントを報告した人への報復が起
こらないよう確認する。

なお、講演会終了後、通常通り、例会が開催され、
講師の工藤選手には、卓話をお願いすることになって
います。
また、11月 1 日には、江坂企業協議会主催のクリー
ンデイが開催されます。
午前 7 時30分、江坂公園の噴水前にご集合くださ
い。よろしくお願いします。

青少年奉仕委員会

清水（大）委員長

◇炉辺談話のご案内
今年度の第 3 回目の炉辺談話を社会奉仕・青少年奉
仕の合同主催で行います。

皆様、多数ご参加いただきますようお願い申し上げ

10月20日（日） ミキハウス球場
対心斎橋RC

ます。

勝利！

10月20日（日） ミキハウス球場

日時：11月15日（金） 18：30～
会場：ピッツェリア エ オステリア コディーノ
吹田市豊津町 1 －46

4 ×－ 3

エクシード江坂ビル 1 F

（
 7 月 9 日に由上会員がご招待くださいました、
ピッツァの有名なイタリアンのお店です！）

対大阪西RC

21－ 3

勝利！！

屈辱の 3 連敗から迎えた10月20日のブロック最終戦
ダブルヘッダーでは 1 試合目をサヨナラ勝ち後、伊藤
会員の奥様がお昼ご飯をわざわざ三重県伊賀市の会場
まで差入してくださり、伊藤食堂の美味しい食事で鋭

◇関西大学ローターアクトクラブ創立10周年記念式典

本当にありがとうございました。

のご案内
式

※ブロック成績： 2 勝 3 敗 1 分け

典：11月24日（日）
開会点鐘 13：30

会

気を養い、おかげさまで 2 試合目は大勝致しました！

閉会予定 17：00

最終結果は大会終

了後、ご報告いたします。

場：関西大学千里山キャンパス内
100周年記念会館

懇親会：18：00～20：00（予定）
会

場：関西大学千里山キャンパス内
（新関西大学会館南棟 4 F）
レストラン

チルコロ

米山記念奨学会委員会

長屋委員長

本日、郷上会員、島倉会員、本田会員より特別寄付
をいただきました。ご協力ありがとうございました。

ロータリー財団委員会

瀬川委員長

本日、橋本
（幸）会員、長屋会員より特別寄付をいた
だきました。ご協力ありがとうございました。

ニコニコ箱
●榎原会員

清水
（大）委員

第31回ガバナー杯争奪軟式野球大会結果報告

市民体育祭、秋祭り、無事に終了しまし

た。
●塚脇会員

本日、卓話を担当します。よろしくお願

い致します。
●瀧川会員

野球同好会

河邊副SAA

寒くなってきました。

●清水（大）会員

野球部の皆様お疲れ様でした。伊藤

会員、奥様、伊藤食堂ありがとうございました。

10月12日
（土） 八尾市福万寺運動公園
対難波RC

雨天中止

引き分け

10月14日
（月・祝） 八尾市立山本球場
対帝塚山RC

8 －14

敗戦

本日のニコニコ箱

12,000円

累計のニコニコ箱

471,000円

累計ニコニコB

4,000円

ロータリーは世界をつなぐ
卓

変悩みましたが、硬い話ではなく歴代の総支配人の中

話

私の職業

塚脇

洋 会員

から数人、吹田西ロータリークラブについてコメント
をもらっていますので、私の仕事のことと織り交ぜな
がら、話しをすすめていこうと思いますので、よろし
くお願いします。
「総支配人」とは、一般的に言うと、営業部門と管
理部門を取りまとめ、全社方針の基に、マーケットや
地域に沿った最適なホテル運営を行うこと。その職責
要件は、会社で定められており 9 つあります。
数年来、生産性の向上、働き方改革、職場環境の改
善なども重要なテーマであり、日常業務で具体的に、
何を、どのように変えることで改善ができるか、とい

吹田西ロータリークラブに入会させて頂きまして、
早いもので 8 か月が経ちました。

うようなことも大切な仕事だと思っています。
このホテルでの在任は、過去の慣例からすると 3 年

今から13年前、当時島根県松江市にある「松江東急

前後です。この限られた時間で自分は何をするか、何

イン」
（現：松江エクセルホテル東急）の在任中は、約

を変えられるか、を考えることが多いような気がしま

4 年間「松江南ロータリークラブ」に入っておりまし

すが、もうひとつ、吹田西ロータリークラブでどのよ

た。ロータリークラブと言えば、入社当時横浜のホテ

うに楽しむかを加えて、これからやっていこうと思い

ルで宴会ウェイターをやっていて、例会場で料理の

ます。

サービスをしていた事を思い出します。

す。また、歴代の総支配人は、会員皆様方との交流を
通じて、吹田西ロータリークラブの良さを十二分に実
感していたことと思います。
本日は、私の職業というタイトルでの卓話を仰せつ
かり、どのような話しを展開していくのが良いか、大

第三百八十五回 令和元年十月二十一日
兼題﹁釣瓶落し・冬支度﹂

まさお

いることは、本当に有難く、心からお礼申し上げま

ビル街の釣瓶落しのセピア色

ンを、お客様の宿泊先として客室をご利用いただいて

ときよし

用の他、会社関係の会議や懇親会、ご家族でレストラ

釣瓶落し一番星を探しをり

様とは懇意にしていただいており、例会としてのご利

みかよ

開業当初から今日に至るまで、ロータリー会員の皆

スリッパのふはふはを買ふ冬支度

テルは 3 年後の1983年10月に開業致しました。

山牛

吹田西ロータリークラブは、1980年に設立、このホ

鷺去ればすなはち釣瓶落しかな

など、夢にも思うことはありませんでした。

次回 十一月二十四日
兼題﹁小春・白鳥﹂

その頃は、自分がロータリーのメンバーになること

