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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

本日の例会

次回の例会

第1753回例会 令和元年12月 9 日
今週の歌 「たきび」
年次総会

前回の記録
会長挨拶

4. みんなのためになるかどうか

第1754回例会 令和元年12月16日
今週の歌 「四つのテスト」
卓
話 「私の職業」

山下 幸之 会員
にて開催され、堀幹事と出席してきました。会員28名

橋本
（徹）会長

で、180名の来客を遇されたパーティーでした。私た
ちの40周年に活かせる部分、参考にする部分も多々あ
りましたので、本日の実行委員会で詳細は報告させて
いただきます。
昨晩情熱大陸で、私たちが企画したIMの時に講演
頂いた、中西麻耶さんが取り上げられていました。世
界大会金メダルを取られて活躍されていますが、活動
資金には苦慮されている様子でした、また機会があれ
ば応援したいですね。
来週12月 9 日大事な年次総会です。皆様のご出席を
よろしくお願いいたします。
健康に留意していただき、元気に、ロータリー活動

12月のロータリーのテーマは、疾病予防と治療月間
です。ロータリーの友に、日本人の死因第 1 位である
「がん」の予防を中心に、地区、クラブ等の取り組み
が紹介されています。その中で第2710地区の取り組み
で「がん」を防ぐための新12か条が掲載されていま
す。12月は忘年会、クリスマス等で飲む機会も多くな
ります。今月は特に健康に注意してください。
そして、もう一つ注意しなくてはならないのが、12
月 1 日から「ながら運転の厳罰化」が実施されまし
た。反則金普通車は 3 倍、違反点数も 3 倍ですが、交
通の危険と判断されると 6 点ですぐ免停となります。
懲役・罰金額引上げになっています。とにかく、なが
ら運転の事故が 2 倍に増えています、年末はどことな
く慌ただしくなってきますので、運転にも十分気を付
けていきましょう。
ロータリーの報告として、幹事からも報告があると
思いますが、先週の土曜日11月30日、茨木ロータリー
クラブ創立60周年記念式典が、リーガロイヤルホテル

を続けましょう！
それでは、40周年記念式典まで182日です。
1752回例会よろしくお願いいたします。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

橋本（幸）
委員長

本日は米山奨学生のサンダリ様がお越し頂いていま
す。本日の例会をごゆっくり楽しんでください。

幹事報告

米山記念奨学会委員会

堀幹事

1 ．12月誕生日のお祝いをお渡しします。

長屋委員長

本日、阿部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、阿部会員・紙谷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。

40周年実行委員会

紙谷幹事

本日みやびの間にて40周年実行委員会がございます
のでよろしくお願い致します。
2 ．11月25日理事会報告
・ 1 月～ 4 月のプログラムが承認されました。
・事 務局の冬季休暇は12月27日
（金）
～1月5日
（日）
とする。
・新井会員と角谷会員にクラブ規定に基づきお見
舞い金を出すと決定された。

ゴルフ同好会

榎原幹事

4 日水曜日に第 2 回橋本会長杯ゴルフコンペを宝塚
ゴルフ倶楽部で開催致します。 8 時集合ですので参加
のメンバーはよろしくお願い致します。

3 ．年 会費の請求書とロータリーの友12月号をBOX
にお入れしました。
4 ．来週は年次総会があります。送付しました資料を
当日お持ち下さい。
5 ．30周年記念誌のPDFが当クラブホームページの
会員専用ページに掲載されています。40周年記念
誌の資料として、ご利用下さい。
ます。

●来

●西村会員

出席委員会

数

50名

出席会員数

客

1名

本日の出席率

阿部委員長

41名
87.23％

●11月18日の出席率（メーキャップ含む）100％

会員増強委員会

今月もよろしくお願い致します。

11月18日に泉州電業が無事70周年を迎え

スリランカの知人が観光大臣に就任しま

した。
明日の誕生日プレゼントありがとうござ

います。
●髙木会員

先週お休みさせて頂きました。

●長屋会員

前回欠席のお詫び。佐藤さんありがとう

ございました。

瀧川委員

N.B.クレー氏が観光大臣に！！
N.B.COORAY（クレー）氏が、スリランカ国の観
光大臣に就任されました。

18,000円

累計のニコニコ箱

634,000円
4,000円







妹締結をした際に、通訳、ガイドとしてお世話になり

本日のニコニコ箱

累計ニコニコB

1986年に我がクラブがコロンボセントラルRCと姉

ご結婚のお祝い

ましたのが縁で、交流を続けていましたが、その後、
地元の市長を経て国会議員となり、この度観光大臣に

瀬川会員ご夫妻
毛利会員ご夫妻

就任されました。我がクラブにも三度メーキャップに
訪問されています。

村井SAA

ることが出来ました。ありがとうございます。

●本田会員

出席報告
員

●橋本（徹）会長

●瀧川会員

6 ．米山奨学生のサンダリ様へ奨学金の授与がござい

●会

ニコニコ箱



12月

橋本（幸）会員ご夫妻

創立40周年を迎えて

その 1

チャーターメンバー 鈴木

基弘 パスト会長

吹田西ロータリークラブ創立の準備段階では、私の
人生で得難い貴重な体験をさせて頂いたことに感謝し
ています。
それは吹田ロータリークラブに入会間もない私が吹
田西ロータリークラブ設立の名張隆政特別代表と山出
敬二特別代表補佐のお手伝いをさせて頂き、今までに
経験した事の無いロータリークラブと言う団体の結成
の手順を学んだことです。
吹田ロータリークラブの20周年の1979年に吹田江坂

「お詫び」 最近、難聴がひどく皆様と楽しい会話が出
来なくなり例会を長期欠席させて頂いておりまして誠
に申し訳ございません。この紙上を借りて皆様に心よ
りお詫び申し上げます。

地区を中心として新しいロータリークラブを作ろうと

卓

いう機運が起こり名張氏と山出氏とが中心になり、
伊瀬芳吉ガバナーの肝いりで話が進み初代会長に大同
生命会長の益邑 健氏を大阪北ロータリークラブから
移籍して頂き吹田西RCの初代会長に就任してもらう
までの根回しなどお二人は大変ご苦労をされました。
又チャーターメンバーの34名の方々への勧誘も精力的
に行動をされて山出氏の山出興産の社長室は吹田西
RC設立準備室に代わり、毎日のように名張特別代表
も詰めておられました。その当時、江坂界隈に良い例
会場候補地が無く、当時建設中の江坂東急インにする
事を前提にホテルが完成するまでの数年間はロータ
リーの例会場を共済会館新大阪（淀川区宮原・現 新
大阪シティプラザ）に決めて交渉をされました。そし
て吹田西RCの創立間近かな1980年の春にロータリー
の事務局は益邑初代会長にお願いして大同生命ビルの
一室をお借りて山出興産の社長室から移転することに
なりました。しかし、この大同ビルの事務局から淀川
区の例会場に毎月曜日に点鐘やタスキ等を共済会館ま
で運ばねばなりませんでしたがこの共済会館にはス
ポーツジムが有りましたので、当時のまだお若くてお
元気なチャーターメンバーの方々と共に、例会後にこ
のジムで汗を流していたことも懐かしく思いだします。
創立当初の役員席の写真を掲載しましたが一番右端
が二代目会長をされた山出氏でロータリークラブの会
則などをチャーターメンバーの皆様に細かく指導をさ
れるためにSAAを引き受けておられました。山出氏
の隣は後にダスキンの社長になられた駒井氏で副会長
を引き受けてもらっていました。その左側がまだ若い
頃の私で幹事を務めさせて頂いていました。
今日の創立40周年を迎えるにあたり吹田西ロータ
リークラブの創設の為に全精力をつぎ込んで並々なら
ぬご苦労をされた山出敬二氏の功績を皆様にもご披露
したくて拙文をまとめさせていただきました。

話

ナコンパノムCWP報告


国際奉仕委員会

西村元秀 委員長

11月20日から24日まで、タイ国ナコンパノムでの小
学校に冷却装置付き浄水器を寄贈するクリーンウォー
タープロジェクトを実施して参りました。当プロジェ
クトは 4 月に2019－20年度の国際奉仕プロジェクトと
して理事会で承認され、友好クラブであるナコンパノ
ムRCに対象校 2 校選定を依頼し、地区補助金を申請
し実行したものです。補助金が入金され 9 月に現地へ
送金、本格的なプロジェクトがスタートしました。
今回の派遣団には当初 7 名の参加者がありました
が、最終的には当プロジェクトの創設時からの小林パ
スト会長はじめ、橋本（徹）会長、私、木田会員、榎原
会員の 5 名で現地小学生へのお土産の歯ブラシ（青木
会員寄贈）とお菓子を持って出発しました。
20日夜にバンコク市内で元タイ海軍提督のキアティ
サック氏と通訳のアリサラさん（愛ちゃん）を囲んで
会食し、翌21日に国内便でナコンパノムに移動、現地
ロータリアンの熱烈な歓迎を受けました。昼食後にラ
オスを観光し夜は同クラブメンバーと地元レストラン
にて夕食を楽しみました。
22日はプロジェクト本番でThairat Wittaya School、
Chumchonngun Schoolの 2 校を訪問し冷却装置付浄
水器の贈呈式を行いました。各学校ともに全校生徒に
よる熱い歓迎を受けこのプロジェクトの現地での高い
評価を実感しました。同夜はナコンパノムRC主催の
歓迎パーティーが開かれ両クラブの長年の友好を確か
め合いました。その席でナコンパノム副市長から、ま
だまだ井戸水で暮らしている地域が多くあり冷却装置
付浄水器寄贈というこのプロジェクトは本当に感謝し
ていると言われました。
23日にナコンパノムを出発するときも大勢のロータ
リ ア ン が 見 送 り に 来 て く れ ま し た。来 年 の 吹 田 西
RC40周年記念式典に合わせて27名ものナコンパノム
RCの皆さんから来日されるという素晴らしいメッ

ロータリーは世界をつなぐ
セージを受けて帰国いたしました。
私は 2 回目の参加でしたが、今回も現地でしか味わ
えない貴重な体験をさせていただきました。お土産の
現地通関トラブルなどもありましたが、 5 名の派遣団
全員が体調を崩すことなく無事に帰国できたことは何
よりだと思います。
最後に、派遣団のスケジュールの準備等手配をして
いただいた小林パスト会長、現地で随行頂いたキア
ティサック元提督と通訳のアリサラさん、そして我々
を終始お世話いただいたタイ海軍の皆様に深く感謝申
し上げます。そして吹田西RCのすべてのロータリア
ンのご理解の上で、2006年から14年続いているプロ
ジェクトの大切さと、プロジェクトの着実な成果を皆
さんにご報告申し上げたいと思います。

