
　皆様今晩は、先日は春分の日で休会でございま
したので 2 週間ぶりでございます。季節も進み 3
月最後の例会でございます。春とはいえ寒のもど
りで寒く感じられます。年度末のお仕事でお忙し
いと思いますがご自愛ください。本日のお客様は
阪本パスト会長ゲストで吹田市消防局　消防本部   
西消防署署長、 消防監の 金崎広和 様そして副署長
の消防指令長　近澤龍児 様、 後ほど卓話よろしく
お願いいたします。
　3 月 22 日（水）ビケンテクノさんで例年の献血
が行われました。後ほど社会奉仕より報告があり
ます。
　大相撲春場所も昨日千秋楽を迎え新横綱稀勢の
里の逆転優勝で幕を閉じました。　　　　　　　
　　毎年青少年奉仕活動でお世話になっている大
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ロータリー雑誌月間

君が代
奉仕の理想

相撲木勢部屋の千秋楽祝賀会に出席いたしました。
盛況でした。
　本日は「ロータリーの友」３月号推奨記事より
RI 会長メッセージ「多様性が私達の強み」を紹介
いたします。

　親愛なるロータリアンの皆さん、40 年前カリ
フォル二ア州デュアルテ・ロータリークラブ (RC)
は、国際ロータリー (RI) の定款に反して 3 人の女
性の入会を認めました。その結果、RI は同クラブ
の加盟を終結しました。
　しかし、会員たちはこれに屈することなく例会
を続けました。ロータリーの徽章の上に「X」を
つけた新しいバッジを作り、デュアルテ元 RC と
して、女性がロータリアンとして奉仕する権利の
ために闘い続けました。その 10 年後、RI に再加
盟したデュアルテ RC から、ロータリー初の女性
クラブ会長としてシルビア・ウイットロック氏が
会長工レク卜研修セミナー(PETS)に参加しました。
ほどなくして、1989 年、規定審議会は男性だけ
の入会資格条件を永久に削除しました。
　今回、ロータリークラブには 24 万人以上の女
性会員が所属し、かつてないほどに強い組織となっ
ています。私たちは、自らの地域社会に奉仕する 
35000 を超えるクラブに所属している世界中のほ
ぼすべての国からの男性会員と女性会員です。ク
ラブレベルにおいて、ロータリーはあらゆる種類
の経歴、年齢、文化、職業の男性と女性を必要と
しています。国際レベルでは、世界中のあらゆる
地域、国、町でクラブを必要としています。クラ

ブが地域社会を反映していればいるほど、地域社
会により良く奉仕できます。多様性はロータリー
の強みです。
　ロータリーに女性会員を迎えるという考えにな
ぜそんなにかたくなに反対したのか――今となっ
ては、私たちの大半にとって想像しがたいことで
す。振り返ってみると、その反対は、ただ単に変
化することへの抵抗にすぎなかったのだと思いま
す。ロータリアンたちは当時の ロータリーのあり
方を信奉していたために、ほかのあり方など想像
もつかなかったのです。
　今でも、私たちのロータリーに対する情熱は少
しも色あせることはありません。私たちはロータ
リーで自分たちが育む友情や絆、そして人類に奉
仕するためにロータリーが私たちに与えてくれる
力を、心から大切に思っています。自らの人生に
とっても、世界にとっても、ロータリーには非常
に大きな価値があると信じています。また、ロー
タリーが成長し続けるためには、私たちが奉仕す
るこの世界をありのままに受け入れなければなら
ないこと――その多様性、その多種多様なあり方、
そして変わり続ける奉仕のニーズを受け入れなけ
ればならないことを、これまで以上に実感してい
ます。
　今日のロータリアンは 40 年前のデュアルテ RC
に恩義があります。このクラブの会員たちの強固
な意志、不屈の精神、不変の善意が「人類に奉仕
するロータリー」という今日の私たちの土台を築
いたのです。　　　　　
　これで会長挨拶と致します。
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出席報告
●会　員　数 49名 ●来　　　客  2名
●出席会員数 39名 ●本日の出席率 92.86％
●2月27日の出席率（メーキャップ含む）100％

出席委員会　　佐藤委員長

ゲスト紹介 親睦活動委員　近藤委員

親睦活動委員会 橋本（芳）委員長　

　春の移動家族例会（平成 29年 4月 29日 ( 月 )）
集合時間が変わりました。東急レイホテル前　
PM2時に集合して下さい。
出発は 2時 15分
錦水亭に直接来られる方は受付　
PM5時 30分からです。
( 例会 PM5時 45分 )
時間厳守でお願いします。　

幹事報告 長屋幹事　

1.　本日例会終了後、理事会を開催しますので理
事の方はご参集ください。
2.　ロータリー米山記念奨学会より杦本会員に奨
学生のカウンセラーの委嘱状が届いております。

米山記念奨学会委員会
　本日、辻会員より特別寄付を頂きました。ご協
力ありがとうございました。

社会奉仕委員会 清水理事

杦本理事

・献血のご報告
　3月 22日（水）株式会社ビケンテクノ様にて今
年度 2回目の献血が実施されました。参加者は井
伊会長、本田会員、榎原会員、河邊会員、阪本勝
彦会員、清水大吾の 6名で、そのうち採血できた
のは本田会員と清水大吾の 2名でした。全体では
受付数 42名、採血数 38名でした。皆様ご協力あ
りがとうございました。
・パンジーだより
　公益財団法人　大阪交通災害遺族会より　機関
紙「パンジーだより」最新号が届いておりますので、
回覧致します。

吹田市消防局　消防本部   西消防署
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お誕生日のお祝い　4月
会員
昭和 35 年　4月　  3 日　　橋本 ( 徹 ) 会員
昭和 26 年　4月　 17 日　　由上　　　会員
昭和 28 年　4月　 21 日  　杦本　　　会員
昭和 49 年　4月　 28 日   　清水 ( 良 ) 会員
　　　　　　　　　          　　　　　　　以上　4名
会員夫人
　　　　　　4月　 12 日　　石﨑　会員夫人
　　　　　　4月　 18 日　 仲辻　会員夫人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　2名



次年度幹事報告 西村次年度幹事

　次年度幹事の西村よりご連絡します。
本日皆さんのお手元に次年度会員名簿作成のお願
いをお配りしております。ご記入の上で印刷の都
合上 4月 17日（月）までにご提出の程、よろし
くお願い申し上げます。

会員増強委員会 宮川委員長

　会員増強委員会からの「友人紹介イベン卜例会」
のご案内です。
　日本のロータリークラブは、1996 年 129,568
名が在籍をし、2016 年には 69%に減小し、当ク

辻　副ＳＡＡ

本日のニコニコ箱　　　30,000 円

累計のニコニコ箱　　  924,000 円

●木下会員　苦節 4年！所属の ABC ゴルフ倶楽部で念
願の “シングル” になりました！今年は何かタイトル
もとろうと思います。
●長屋会員　前回欠席のお詫び。長女が高校合格しま
した。
●瀧川会員  昨日結婚記念日の御祝いを有難うござい
ました。50周年でした。
●阪本会員  　誕生日プレゼントの御礼
●佐藤会員 　２人目の孫が生まれました。男の子です。
●髙木会員　結婚記念お祝いをありがとうございまし
た。嬉しかったです。
●榎原会員　吹田市消防局　消防本部 署長　金崎様　
副署長　近澤 様　本日よろしくお願いします。結婚記
念日の花ありがとうございます。

次年度2017-2018クラブ奉仕担当理事
木下理事

　次年度、荻田会長の元、クラブ奉仕担当理事を
拝命致しました木下です。より良い吹田西ロータ
リーのクラブライフに尽力していきたいと考えて
おりますのでよろしくお願いいたします。また、
ここ新大阪江坂東急 REI ホテルさんにも更なるご
協力を賜りたいと考えておりますのでよろしくお
願いいたします。
　まず第一弾として皆さんに、食事・プログラム
に関するアンケートをお願いしたいと思います。
少し変わったお食事とプログラムの提供が出来れ
ばと考えております。ご協力よろしくお願いいた
します。
　例会終了後出口に回収ボックスを設置しますの
でご提出をお願いいたします。ありがとうござい
ました。

ラブは 1996 年に 63名が在籍していましたが、現
在は 49 名 78% と比較の上では頑張っています。
　今後、吹田西ロータリークラブが運営上、継続
的に発展を遂げる為にも「会員の増強」が不可欠
です。そこで、本年度の事業計画でもお話しまし
たように、昨年に引き続き遅ればせながら、「友人
紹介イベン卜」を 5月 22日 ( 月 ) に開催を予定さ
せて頂きました。 
　当日は、ガバナー補佐もお勉めの副委員長瀧川
パス卜会長、にロータリークラブに関しての楽し
く入会の衝動にかられるようなお話をお願い致し
ておりますので、男女問わずお友達、知人のご紹
介を宜しくお願い申し上げます。5月 22日でござ
います。 
　後日、ご紹介用のカードをポストに配布させて
頂きますので、ご紹介頂きます方を事務局までお
届け下さい。



卓話　
火災予防運動　　　　　　
吹田市消防局　消防本部   
西消防署 署長　 消防監　金崎　広和 様
副署長　      消防指令長　近澤　龍児 様 
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