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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

4. みんなのためになるかどうか

次回の例会

第1738回例会 令和元年 7 月 8 日
今週の歌 季節の歌「海」
卓
話 新年度理事挨拶
クラブ奉仕 橋本 芳信 理事
職業奉仕
近藤 亘 理事
社会奉仕
清水 良寛 理事

前回の記録

第1739回例会 令和元年 7 月22日
今週の歌 「R－O－T－A－R－Y」
卓
話 「吹田の地酒から創る大阪の次代
到来の予感」
木下名酒店株式会社
代表取締役 木下 靖雄 氏

会長挨拶

この件につきましては、研修情報・規定委員会の

橋本会長

井伊委員長に検討していただいて理事会で吹田西ロー
タリークラブに合った細則に変更して行きたいと思い
ます。
卓話の新年度挨拶もありますので、これで会長の挨
拶は終わらせていただきます。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

ゲスト入会

角谷

米山奨学生

サンダリ 様

吹田ロータリークラブ

石井

幹事報告

塚脇副委員長

英明 様
博章 様

堀幹事

第 1 回目の例会です。 1 年間よろしくお願いいたし
ます。
本日は、お客様、吹田ロータリークラブ 石井博章
様、米山奨学生 サンダリ様、ゲスト入会の角谷様、
心から歓迎いたします。
社会奉仕委員会から報告があると思いますが、本日
は、クリーンデイは中止となりましたが朝早くから、
看板の除幕式に多数参加して頂きありがとうございま
した。
2019年規定審議会

クラブと地区に関連する重要な

変更が届いています。
○出席のメークアップについて
○クラブ人道分担金の増額

など

○会長について
本年一年間、幹事の大役を仰せつかりました堀で

す。皆様宜しくお願い申し上げます。

4 ．ロータリーの友 7 月号をお配りしました。

1 ．まず大藤直前会長と榎原前年度幹事へ、クラブを

5 ．米山奨学生のサンダリさんへ奨学金の授与がござ

代表して橋本会長より御礼の品をお渡しします。

います。

2 ．会 員名簿をBOXへ入れておりますので宜しくお
願いします。なお、本年度の表紙の色はガバナー
色であるオレンジ、文字は当クラブのカラーであ
る紫としております。
訂正として、島倉会員のメールアドレスに誤りが
あります。

出席報告
●会
●来

（shimakuraのSが大文字）
3 ．誕生祝いとして 7 月生まれの会員と会員ご夫人へ
プレゼントを贈ります。
本年度のプレゼントは、尾家パスト会長にご協力

49名

出席会員数

客

3名

本日の出席率

社会奉仕委員会

（shimakuraのsが小文字）
正）Masaru_Shimakura@mail.duskin.co.jp

数

阿部委員長

42名
93.33％

● 6 月17日の出席率（メーキャップ含む）100％

誤）Masaru_shimakura@mail.duskin.co.jp
↓

員

出席委員会

清水（良）委員長

7 月の社会奉仕関係の活動案内をさせていただきま
す。
まず、本日の当クラブ主催のクリーンデイの件で
す。橋本会長、堀幹事、以下、敬称略・順不同で、失
礼しますが、紙谷、仁科、山下、木下、島倉、河邊、

いただき、橋本会長の熊本復興支援の意味を込め

清水
（大）
、青木、家村、本田、橋本
（芳）
、榎原、阿部、

て、会員へは熊本の味付け海苔のセット、会員ご

橋本（幸）、杦本、そして、私の計18名が参加し、ま

夫人へは熊本産のジュースをご用意しておりま

た、東急REIホテル様から細川様、ビケンテクノ様か

す。会員ご夫人へのジュースは重いですが、年 1

ら 3 名、アパルトマン様から 3 名のご参加を頂戴しま

回のことですのでご夫人のためと想ってお持ち帰
りください。

した。
あいにく、雨天のため、清掃活動は実施せず、その
まま、江坂公園に移動して、江坂公園の北側のローソ
ン店舗の上に設置したポリオ撲滅に関する看板の除幕
式を行いました。
この様子については、J：COM様に取材していただ
き、橋本会長のインタビューを含めて、 7 月 4 日（木）
午後 5 時から放送の「デイリーニュース」内で放送さ
れます。なお、再放送は、同日の午後 9 時30分～、午

後11時～、です。是非、ご視聴のほど、よろしくお願
いします。
次に、 7 月 5 日（金）午前 7 時45分～ 8 時15分にかけ

又、1982年に吹田西ロータリークラブは、「タバコ
ポイ捨てやめましょう」運動をこの大同生命ビルの前
で行っています。

て、「社会を明るくする運動」として、ティッシュ配

江坂企業協議会のクリーンデイの集合場所は大同生

布啓発活動を行いますので、参加可能な方は、江坂駅

命ビル前でした。一時サニーストンホテル前に代わり

の大同生命ビル前に集合して下さい。

ましたが、現在は、この江坂公園前に戻っています。

なお、主催者によると、雨天決行、とのことです。
最後に、 7 月 7 日（日）豊津西地区青少年対策委員会

このエリアが、28年間続いているクリーンデイのス
タートの場所といえます。

主催の「クリーンエサカ」
（ゴミ収集・美化活動）が開

さらに毎月 1 日がクリーンデイの輪が広がっていく

催されます。当クラブも協賛していますので、多くの

ことを願って看板にさせていただきました。この場所

方のご参加をお願いします。午前10時、豊津西中学校

を提供して頂いた紙谷会員に感謝して、挨拶とさせて

のグラウンド集合です。こちらは、主催者によると、

いただきます。

雨天の場合、午前 7 時30分に、中止の判断がなされ
る、とのことです。
以上、よろしくお願いします。
次に会長より挨拶がありました。
本日は、朝早くからありがとうございます。
吹田西ロータリークラブ40周年を記念して、エンド
ポリオと毎月 1 日は、クリーンデイのPR看板を設置
させて頂きました。エンドポリオ、ポリオ撲滅運動
は、国際ロータリーの最重要課題です。
30数年前35万人の子供たちが発症していましたが、
色々な方々の取り組みもあり、最近の報告では、アフ
ガニスタン、パキスタンの12人の子供たちまでになっ
ています。

クラブ奉仕委員会

橋本（芳）
委員長

まだまだ先なのですが、 9 月 9 日（月）の例会は創立
40周年記念講演例会＆家族会を開催します。
有名人の講演により、多くの友人、知人、家族を集
め、ロータリーの魅力を感じさせ会員拡大につなげる

しかし、撲滅されるまで 4 億 5 千万人の子供達にワ

ような例会と、そして例会終了後は家族とメンバーと

クチンを与え続けなくてはなりません。さらに多くの

の親睦を深める家族会を開催します。場所はいつもの

方々に関心を持っていただくために、看板を設置いさ

この例会場所にて200人は集めたいと思います。

せて頂きました。

講師には前サッカー日本代表監督として著名な西野
監督を招聘する予定です。J 2 落ちのガンバ大阪やW
杯 2 か月前の日本代表監督就任。背水の陣であえて
リーダーを引き受けるメンタリティと責任感、さらに
その背景や勝算についてそしてサッカーでわが町と世
界を繋ぐ事を語っていただくよう打ち合わせしていま
す。ご期待ください。
基本は拡大対象者を呼んでいただきたいのですが会
場一杯を目指していますので家族はもちろんの事、拡
大対象者に繋がる可能性がある方々をご招待していた

だきたいと思います。 1 部例会は無料です。家族会も

●宮川会員

橋本会長様はじめ役員の皆様方のご就任

おめでとうございます。

家族は無料です。
是非、ロータリーの魅力をアピールする為にも、40

●田中会員

橋本会長、一年間頑張って下さい。

周年を盛り上げる為にも皆さんのご協力が不可欠です

●郷上会員

橋本様、よろしくお願いします。

のでよろしくお願いします。

●木田会員

橋本会長、堀幹事、これからよろしくお

チラシを作成しています。配布させていただきます

願いします。
●大藤会員

ので、ご利用ください。
できましたら、この例会はホームクラブ100％を目
指したいと思いますので今から時間調整をよろしくお

●清水（良）会員

ニコニコ、協力宜しくお願いします。

●橋本（芳）会員

40周年実行委員会

本年度、社会奉仕担当理事を拝命し

ました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
●河邊会員

願いします。

橋本丸の船出、お祝い申し上げます。

6 月29日の結婚祝い、 7 月 1 日今日

紙谷幹事

は奥さんの誕生日です。合わせてありがとうござい

40周年実行委員会を「みやびの間」で行いますので

ます。橋本会長、堀幹事、よろしくお願いします。

お時間遅れないようにお願い致します。

ニコニコ箱
●橋本徹也会長

紙谷副SAA

一年間よろしくお願い致します。

40ever suitawest
●堀幹事

本日より一年間、幹事の大役精一杯がんば

ります。宜しくお願い致します。
●荻田会員

新年度、会長・幹事・役員の皆様よろし

くお願いします。

●橋本（幸）会員

父が免許を返納しました。その決断

に心から敬意をはらいます。
●瀬川会員

新年度、財団寄付よろしくお願い致しま

す。本日、事務所を移転し広くなりました。
●村井会員

今年一年、SAAを担当致します。ご協

力お願いします。
●清水（大）会員

新年度、青少年奉仕委員長として一

年間よろしくお願い致します。
●小林会員

沈むなよ、橋本丸！

●青木会員

橋本会長、堀幹事の船出を祝して。

●阿部会員

橋本会長、堀幹事を祝う。

本日のニコニコ箱

93,000円

●紙谷会員

今年度は創立40周年です。40周年事業に

累計のニコニコ箱

93,000円

ご協力お願い致します。
●瀧川会員

今年度もよろしく。

●佐藤会員

橋本さん、がんばって下さい。

●井伊会員

新年度です。橋本会長、堀幹事、理事役

ロータリー財団委員会

石﨑会員・堀会員・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。

員の方、一年間ご苦労様です。
●塚脇会員

今期もよろしくお願い致します。

●小川会員

橋本丸の船出を祝して。

●阪本会員

橋本会長、堀幹事、一年間よろしく。

●木下会員

新年度スタートおめでとうございます。

米山記念奨学会委員会

堀会員・紙谷会員・本田会員・石﨑会員より特別寄
付をいただきました。ご協力ありがとうございました。




ご結婚のお祝い

●石﨑会員 橋本徹也丸の満を持しての船出を祝して。
●榎原会員

橋本新年度よろしくお願いします。

●西村会員

橋本会長よろしくお願いします。

長屋委員長



橋本徹也会長、堀幹事、ガンバレ～！！

瀬川委員長

木下会員ご夫妻
清水（良）会員ご夫妻


7月
仁科会員ご夫妻

卓

そして集大成として来年 6 月 1 日40周年記念式典、

話

新年度挨拶

橋本

徹也 会長

及び記念誌発行になります。
尾家実行委員長、紙谷実行委員会幹事お 2 人を中心
に実行委員会で議論を重ねていって頂いております。
記念式典カウントダウンカレンダーを手作りしてきま
した。式典まで残り335日です。
新年度挨拶とさせていただきます。

新年度挨拶

杦本

日出夫 副会長

予定者理事会 4 回、新旧合同理事会、クラブ協議会
1 回、前年度理事からの引継及び新旧理事懇親会を経
て準備をしてまいりました。
国際ロータリーのテーマ
「ロータリーは世界をつなぐ」
2660地区のスローガン
「Stand By You あなたと共に」
吹田西ロータリーの基本方針
「40EVER SUITA WEST」
基本は、
「いろんな方と協力してやって行きましょう」
「仲間を増やしましょう」
本年度の基本方針に沿って、各理事の方々の協力に
より各委員会で事業計画を練って頂いております。各
理事の新年度挨拶を楽しみにしてください。
そして、クラブを盛り上げていく為にも、そして、
会員同士が交流を深める為にも同好会活動が重要だと
思っています。同好会の幹事の皆様には、楽しい同好
会活動をお願いします。出来るだけ多くの方が参加し
ていただきたいと思います。
社会奉仕委員会の40周年記念事業が本日雨の中で、
清水委員長に実施して頂きました。
ありがとうございました。そして、看板の思いを述
べさせて頂きました。
これから色々な40周年記念事業にチャレンジしてい
きますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたしま
す。

私はロータリークラブに平成23年 1 月に、西村会員
と同期で入会しましたので、 8 年半になります。
言うなれば 4 年制大学を、 2 回連続ハシゴして通っ
たくらいの多くの経験と知識を有していることになり
ます。
思い起こせば、大池小学校や吹田豊津第二小学校で
の職業奉仕を 2 年続けて、「人工衛星まいど 1 号と掃
除・挨拶・身だしなみ」の卓話をさせて頂き、子供達
よりの沢山の感想文をもらい読ませてもらったら、私
の話をよく聞いて理解してくれていたことが分かり、
子供達と接して良かったと嬉しくなりました。
また、吹田南小学校での「大相撲吹田南場所」は、
校長先生の意気込みと各先生方の熱意に押され、初め
ての試みである全校生徒参加型の大相撲大会を実施す
ることができました。
木瀬部屋へのお礼、写真撮影費用などの予算が膨ら
んだこと、大勢の参加人数で安全性確保の面で、会員
の皆さんから色々意見を頂きましたが、大盛況で終わ
ることができました。
ナコンパノム浄水器贈呈式にも参加しました。多く

ロータリーは世界をつなぐ
の子供達の喜びの笑顔に見せられて写真を取りたくて
子供達の列に紛れ込んだり、記念に珍しい木などを夢
中で撮影していたら、肝心な式典の撮影に遅れそうに
なり、仲間の皆さんに怒られたことを思い出しまし
た。夜の歓迎懇親会は、カラオケが始まるとお国柄
か、我々お客はそっちのけで延々と続けられる様に
は、ついていけなくなるほどでした。
このように多くのことを経験し学ばせていただきま
した。
が、今年の 5 月の連休前に脳内出血を起こし、あふ
れた余分な血液を抜き取って頂いた際、折角溜め込ん
だ 8 年間の知識までも抜き取られてしまい、今では
すっかり、入会初心者レベルとなってしまいました。
そんな私ですので、副会長の大役を全うできるか
は、はなはだ疑問ですが、先ずは、私の基本活動は、
会長の補佐役に徹し活動しなければと考えています。
また、具体的活動として、例会の司会進行がありま
す。
月初では国歌斉唱、米山奨学金授与、誕生日のお祝
いの例会進行、第 2 例会では結婚記念日お祝いの司会
進行、通常例会の司会進行、新入会員入会式、家族例

②例会場への入場、退場許可、例会場の開門、開閉
③早退、遅刻の承認や拒否
④私語に対する警告
⑤卓話の時間励行
⑥その他例会場の秩序を乱す行為に対する警告と退
場命令
⑦例会場の設営、国旗などの掲揚、テーブルの配
置、座席の指定、食事の手配

会など、色々な場面に対応した司会進行を、皆さんの

⑧お客様の誘導

お力をお借りしながら滞りなく進めたいと考えていま

⑨ニコニコ箱の管理とその募金状況の報告

す。
毎週毎週貴重な時間を使って集まられる皆さんに
とって、例会の時間が仲間と語らう貴重なものになる

⑩楽しい意義のある例会になっているか、のチェッ
クとアクション

ことや、吹田西RCに所属していることが誇りとなる
ことを、橋本会長も望んでおられるのではと思いま
す。私ではまだまだ、力不足ではありますが、皆さん

今年度主要行事予定

堀

豊幹事

の力をお借りして一緒に盛り上げていきたいと思いま

主要行事予定の説明（内容は会員名簿および配布資料

す。

に記載）
今回の会員名簿に記載した主要行事予定表には、従

新年度挨拶

村井

正雄 SAA

メンバーは河邉パスト会長と紙谷会員の 3 名ですが
少し無理がありますので親睦委員会にお手伝いしてい
ただき活動していきます。
SAAの具体的役割
①例会の司会進行

来の情報に加え、例会の回数、クリーンデイや炉辺談
話などのクラブにおける主要奉仕活動、40周年記念行
事、理事会、実行委員会の日程も入れております。当
然ながらこれでクラブに関連する行事が全てというわ
けではございませんが、会員の皆様が会員名簿を見れ
ばおよそ把握できるようにしております。
ぜひご活用ください。

