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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

第1755回例会 令和元年12月23日
今週の歌 「手に手つないで」
クリスマス家族例会

前回の記録
会長挨拶

4. みんなのためになるかどうか

幹事報告
橋本
（徹）会長

堀幹事

1 ．12月結婚記念日のお祝いをお送りしております。
2 ．米 山記念奨学会より感謝状が届いておりますの
で、贈呈します。
第 9 回米山功労者

新井会員

第5回

郷上会員・由上会員

第3回

橋本（芳）会員

第2回

矢倉会員

急に寒くなってきました。風邪をひかないよう気を
付けてください。
今週の会報誌に、40周年を迎えて

その 1 として

鈴木パスト会長の玉稿が寄せられています。会報委員
会の方で企画していただいております。今後も期待し
てください。

3 ．地区大会が12月13日（金）リーガロイヤルホテル、
14日（土）大阪国際会議場で開催されます。お配り

今週の金曜・土曜は地区大会です。金曜日は、2018

しました名札をご持参下さい。

－2019年度（前年度）ロータリー会長特別賞（ゴール
ド）を受賞する予定です。土曜日には、各クラブのク
ラブ紹介があります。多くの方の出席で盛り上げてい
ただきたいと思います。そして、今年も残すところ16
日、12月23日のクリスマス家族会で本年度最終に事業
になります。皆さんの出席をお願いいたします。
それでは、40周年記念式典まで175日です。
本日は、年次総会です。よろしくお願いいたします。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

仁科委員

本日のゲストは、いっらしゃいません。会員で例会
をお楽しみください。

出席報告
●会
●来

員

出席委員会

数

50名

出席会員数

客

0名

本日の出席率

阿部委員長

40名
85.11％

●11月25日の出席率（メーキャップ含む）100％

米山記念奨学会委員会

長屋委員長

本日、梶山パスト会長、清水大吾会員より特別寄付
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

木田副委員長

本日、矢倉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。

親睦活動委員会

橋本
（幸）
委員長

クリスマス家族会の出欠のお返事いただき、ありが
とうございます。
日時：2019年12月23日（月曜日）
受付17：30 開会18：00 閉会予定20：30
場所：ホテルコンラッド大阪 ボールルーム
大阪市北区中之島 3 － 2 － 4
中之島フェスティバルタワー・ウエスト38F
ドレスコード：カジュアルエレガンス（結婚式の 2
次会出席程度）
注意事項：駐車場割引はありません（30分300円）
クリスマス家族会に案内と地図を出席の返事をいた
だいた方のボックスに入れていますのでご確認お願い
します。

ニコニコ箱

河邊副SAA

●橋本
（幸）
会員 橋本会長杯ゴルフ優勝出来ました。
結婚記念日の花ありがとうございました。
●由上会員 今日は総会です。皆さん最後のチャンス
ですよ。次年度会長の承認を否定しましょう。
●梶山会員 家内の誕生日祝、ありがとうございまし
た。
●尾家会員 誕生祝いありがとうございました。
●郷上会員 いつもお世話になります。
●西村会員 本日泉州電業の決算を増収増益で発表す
ることが出来ました。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計ニコニコB

ゴルフ同好会

36,000円
670,000円
4,000円

阿部幹事

12月 4 日に第 2 回吹田西RC橋本会長杯ゴルフコン
ペを宝塚ゴルフ倶楽部で開催しました。表彰式は江坂
に戻り、忘年会を兼ねて沖のやで行いました。参加人
数は20人で 3 位は村井会員、 2 位は私、阿部、そして
栄えある優勝が橋本
（幸）会員でした。ベスグロも獲得
され、完全優勝でした。おめでとうございます。
40周年記念ゴルフコンペの旅程表をゴルフ同好会の
会員の皆さんにお配りしていますので、内容ご確認く
ださい。場所は高知、日程は 3 月 4 日（水）～ 3 月 5 日
（木）
の 1 泊 2 プレーですが、仕事等の都合で両日参加
できない方の為に前泊プランも用意しておりますの
で、多数の方のご参加お待ちしております。

卓
年次総会

話
橋本（徹）
会長

堀幹事：吹田西ロータリークラブの年次総会を始めま
す。吹田西ロータリークラブ細則第 4 条第 1 節によ
り年次総会の議長を会長が務めるとありますので、
橋本会長、議長をお願いいたします。
橋本議長：吹田西ロータリークラブ細則第 5 条第 4 節
年次総会及び決議を行う例会の定足数は、会員総数
の 3 分の 1 以上とする。定足数の確認を堀幹事よろ
しくお願いします。
堀幹事：会員数50名で本日出席の会員数は40名で定足
数を満たしていることを報告いたします。
橋本議長：それでは、本日の総会の議案を確認いたし
ます。
吹田西（標準）ロータリークラブ定款第 7 条第 2
節に、年次総会は、「役員を選挙するため、現年度
の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報
告を発表するための年次総会は、細則の定めるとこ
ろに従い、毎年12月31日までに開催されるものとす
る。」また、吹田西ロータリークラブ細則第 5 条第
1 節「本クラブの年次総会は、毎年12月の第 2 例会
時に開催し、次年度会長、次次年度会長、次年度副
会長、次年度幹事、次年度副幹事、次年度理事及び
会計監事の選挙を行わなければならない。」となっ
ていますが、前年度の財務報告は報告済であり、現
年度の中間報告の時期ではありませんので、省略さ
せていただきます。次年度理事及び役員選挙は、第
3 号議案で審議いたします。
標準ロータリー定款変更に伴う改正、委員会構成
の現状に合わせての改正を行います。第 1 号議案と
して審議いたします。
吹田西ロータリークラブビジョンを策定いたしま
したので第 2 号議案で審議させていただきます。

それでは、第 1 号議案 クラブ細則改正承認の件
研修情報・規定委員会井伊委員長提案お願いいたし
ます。
（井伊委員長より会員全員へ事前に送付している総会
資料に基づき説明がなされた）

橋本議長：ご意見ご質問ありませんか
由上会員
（質問）
：理事会承認のメークアップ事業が
あったと思いますが？メークアップの対象となる行
事全て（地区大会など）の有効期限が、例会欠席の
前後28日間ということか？
井伊委員長
（回答）
：メークアップ事業に変更はありま
せん。定款に国際大会、地区などの事業が含まれま
す。その事業が例会前後28日以内にメークアップ対
象となります。
小林会員
（質問）
：前後28日間というのはどのようなカ
ウントの仕方なのか確認したい。
井伊委員長、橋本議長（回答）
：欠席した例会の前28日
間になされたメークアップを消化する、もしくは欠
席した例会の後28日間のうちにメークアップを取得
する、ということで、前28日間と後28日間のうちで
メークアップを行うという意味です。
橋本議長：他に質疑が無いようですので細則第 7 条に
より、投票に入ります。堀幹事・SAAの皆さん数
の確認お願いいたします。
賛成の方挙手願います。40名全員で細則15条出席
会員の 3 分の 2 を満たしていますので、第 1 号議案
は可決いたしました。
第 2 号議案 クラブビジョン採択の件 クラブ戦
略計画委員会 尾家委員長提案お願いいたします。

していますので、第 2 号議案は可決いたしました。
橋本議長：第 3 号議案に入ります。
役員選考委員会より
次年度副会長候補者
伊藤 泰充
次年度第二副幹事候補者
橋本 芳信
次年度会計幹事候補者
井伊圭一郎
賛成の方の拍手をお願いいたします。以上の方は
承認されました。
理事候補者の選挙を行います。
扉を閉めていただき退出のないようにお願いいた
し ま す。堀 幹 事、SAA よ ろ し く お 願 い い た し ま
す。（全員の投票）選考委員会の皆さん開票にまい
ります。
次年度理事候補者発表 5 名
長屋
興、佐藤 原二、榎原 一滋、
仁科 直樹、紙谷 幸弘
次点 1 名
坂本 一成
引き続き
次年度会長候補者
由上 時善
次次年度会長候補者
杦本日出夫
次年度幹事候補者
木田 昌宏
次年度第一副幹事候補者
木下 基司
賛成の方の拍手をお願いいたします。以上の方は
承認されました。
次年度会長候補者
由上 時善
次次年度会長候補者
杦本日出夫

（会長ノミニー）
次年度副会長候補者
伊藤 泰充
次年度幹事候補者
木田 昌宏
4 名の方は、次年度理事として承認されたことに
なります。
これを持ちまして年次総会を閉会いたします。

卓

話

2019－20年度ロータリー国際大会（ハワイ・
ホノルル） 第2660地区 大阪ナイトのご案内


第2660地区 国際奉仕委員会

木下副委員長

（尾家委員長より会員全員へ事前に送付している総会
資料に基づき説明がなされた）

橋本議長：ご意見ご質問ありませんか？無いようです
ので採決に入ります。
賛成の方40名で細則 7 条出席会員の過半数を満た

今年度のロータリー国際大会は、2020年 6 月 6 日～
10日の 5 日間ハワイホノルルにおいて開催されます。
国際大会に参加される皆様が、常夏の島ハワイの州都
ホノルルの地で一同に会し親睦を深める場として、恒
例の“第2660地区大阪ナイト”を下記の通り開催いたし
ます。

ロータリーは世界をつなぐ
ご参加の皆様が、今年度地区スローガン“Stand by
You あなたと共に”を実感する場としてご活用頂けれ
ば幸いでございます。会員の皆様お誘い合わせの上ご
参加頂きますようご案内申し上げます。
（日本時間 6 月 7 日
（日）12：30～）
日 時：2020年 6 月 6 日（土） 17：30受付開始
18：00～20：00 会食・懇親会
会 場：ザ・カハラ・ホテル＆リゾート
マイレボールルーム
TheKahalaHotel&Resort MaileBallroom
5000kahalaavenueHonoluluHawaii
96816-5411 USA
Tel+1-808-739-8855 Fax+1-808-739-8859
HP https://jp.kahalaresort.com/
登録料：お一人 15,000円
登録締め切り：2019年12月15日
（2020年 3 月末まではキャンセル可能）
◇ハワイ国際大会2019－20
アメリカ、ハワイ州には主要な 6 つの島がありその
ひとつ、オアフ島には、ハワイ州都で最大の都市でも
あるホノルルがあります。ホノルルは、三日月型のワ
イキキビーチや、パールハーバーの第二次世界大戦記
念館などで知られています。
ホノルル国際空港は2017年 4 月27日から、正式名称
が『ダニエル・K・イノウエ国際空港』と変更になり
ました。

1964年、ヒルトン傘下「ザ・カハラ・ヒルトン」の名
でオープン。
1996年には、マンダリンオリエンタルホテルグループ
の運営となり、「ザ・カハラ・マンダリン・オリエン
タル・ハワイ」と改称。
2005年にカハラ・ホテル・インベスターズLLC が買
収し、独立。
2006年には、現在の「ザ・カハラ・ホテル＆リゾー
ト」に改名、リーディングホテルズグループに加盟
し、運営はランドマーク・ホテルズ・インクに委ねら
れた。
2007年から5,200万ドルをかけた全室リニューアルを
開始し、2009年に完成。
2009年 2 月からオークラホテルズ＆リゾーツ（OHR）
に加わり、ホテルオークラとマーケティング契約を締
結した。
2014年（創業50周年という節目）に、日本で会員制高
級リゾートホテル「エクシブ」などを運営するリゾー
トトラストが 2 億 9 千万ドルでザ・カハラ・ホテル＆
リゾートを取得した。リゾートトラストが海外のホテ
ルを経営するのは初。
ワイアラエ カントリークラブ
オックステールスープ
名物ホール 7 番
http://www.riconvention.org/ja/honolulu

寒波来る喫煙室の曇り窓

句作終え出で来し街の小春かな

犬も子も集ふ公園小六月

山牛

ときよし

みかよ

まさお

第三百八十六回 令和元年十一月二十四日
兼題﹁小春・白鳥﹂

一羽離れて白鳥の着水す

まさお

次回 十二月七日
兼題﹁当季雑詠﹂

散りたれば土を色彩る冬紅葉

ときよし

第三百八十七回 令和元年十二月七日
兼題﹁当季雑詠﹂

歳晩や改札口に人あふれ

みかよ

いろど

予定表埋まる十二月のスマホ

山牛

ひとしほ

京なれや一入寒き仏の間

次回 一月二十日
兼題﹁年末・新年一切﹂

