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前回の記録

会長挨拶	 橋本（徹）会長

1738回　例会、よろしくお願いいたします。
社会奉仕委員会から報告があると思いますが、先週
金曜日、社会を明るくする運動のPR活動、日曜日
は、クリーンエサカに参加してまいりました。参加し
て頂いたメンバーの方本当にありがとうございました。
西日本豪雨災害からちょうど 1年です。今年は、九
州が大雨災害になっています。台風でなく大雨で災害
が起こっています。どこで起こるかわかりません、気
をつけましょう。
今回のロータリー情報ですが、ロータリーの友 7月
号にロータリーの目的が掲載されています。
年度の最初に確認しておきましょう。
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉
仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的に
は、次の各項を奨励することにある。
第 1　知り合いを広めることによって奉仕の機会と
すること；第 2　職業上の高い倫理基準を保ち、役立
つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものに
すること；第 3　ロータリアン一人一人が、個人とし
て、また事業および社会生活において、日々、奉仕の
理念を実践すること；第 4　奉仕の理念で結ばれた職
業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親
善、平和を推進すること。
この目的を達成できるように頑張って行きましょう。
式典まで残り328日です。
以上で会長の挨拶とさせていただきます。

新入会員のご挨拶	 角谷　秀明 会員

私は人前で話をするのが大変苦手なのですが、大変
尊敬する先輩たちが大勢おられます。その方達を見習
いがんばりますのでよろしくお願いします。

幹事報告	 堀幹事

1 ．�前年度皆出席の記念品をお渡し致します。今回も
出席率100％を達成しました。記念品は前出席委
員長、河邉会員と木田会員が選んでくださいまし
た。30回 河邉会員、20回 青木会員、10回 木田
会員、 7回 西村会員、瀬川会員　 5回 堀会員、
木下会員、矢倉会員、3回 近藤会員、坂本会員、
ホームクラブ100％ 榎原会員、清水（良）会員

2． 7月ご結婚のお祝い生花をお送りしています。
3．次週 7月15日は海の日で例会はお休みです。
4．�本日BOXに会費請求書をお入れしましたので、
よろしくお願いします。

出席報告	 出席委員会　阿部委員長

●会　員　数　50名　　出席会員数　39名
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　84.78％
● 6月24日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会	 清水（良）委員長

7 月 5 日（金）午前 7 時45分～ 8 時15分にかけて、
「社会を明るくする運動」として、ティッシュ配布啓
発活動を行いました。橋本会長、木田会員、本田会
員、木下会員、橋本幸治会員、塚脇会員、山下会員、
そして、私の計 8名が参加しました。ご参加の皆様、

Weekly No. 1739  ／令和元年7月22日

本日の例会

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

次回の例会

第1740回例会　令和元年 7月29日
今週の歌　「我等の生業」
卓　　話　「新年度理事挨拶」
　　　　　　国際奉仕　　西村理事
　　　　　　青少年奉仕　清水（大）理事
　　　　　「40周年実行委員会挨拶」
　　　　　　実行委員長　　　尾家実行委員長
　　　　　　実行委員会幹事　紙谷幹事



ありがとうございました。
次に、 7月 7日（日）豊津西地区青少年対策委員会主
催の「クリーンエサカ」（ゴミ収集・美化活動）が開催
されました。当クラブも協賛しており、橋本会長、
紙谷会員、榎原会員、橋本幸治会員、山下会員、そし
て、私の計 6名が参加しました。ご参加の皆様、あり
がとうございました。
最後に、 8月 1日（木）は、クリーンデイです。江坂
企業協議会主催ですので、江坂公園の噴水前にご集合
ください。多くの方のご参加をお待ちしています。よ
ろしくお願いします。

ロータリー財団委員会	 瀬川委員長

瀧川会員・榎原会員・木下会員・青木会員・尾家会
員・橋本（芳）会員・瀬川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。

米山記念奨学会委員会	 長屋委員長

榎原会員・瀧川会員・木下会員・青木会員・尾家会
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。
2019年 7 月 7 日日曜日午後 5 時から、KKRホテル
大阪において開催されました、2019－20年度米山総会
及び新規奨学生歓迎会に出席してまいりましたので、
ご報告致します。
1．�当日、午後 5時前に会場に参りましたところ、吹
田西RCが担当しております、サンダリさんがお

られたので、一緒に会場入りしました。サンダリ
さんは民族衣装に着替えておられて、当日の歓迎
会のプログラムの中で「歌」を奨学生の方々と歌
うということでした。

2．�総会が開催されると、当クラブがかつて担当させ
ていただいた奨学生鄭海蘭さんが、米山学友会の
会計を担当されていることがわかり、急遽、総会
終了後、鄭さんとサンダリさんと私の 3人で写真
をとりました。鄭さんの近況について、お聞きし
ますと、米山学友会で会計を担当しているほか、
小林製薬に就職されて、ご活躍とのことでした。

3．�総会終了後、記念撮影となり、出席者全員で記念
写真をとりました。参加者は総勢180名近くあっ
たようです。

4．�総会後は、新規奨学生の歓迎会となりました。各
テーブルで他のクラブの奨学生や学友会の方々と
楽しくお話ができました。米山奨学生は 2万人を
超え、そのうち博士号をとられた方が 4千人以上
もおられるとの紹介がありました。

5．�歓迎会の最後に、奨学生の有志が、「カントリー
ロード」を日本語の替え歌で披露し、そのあと、
AKB48の「ヘビーローテーション」「恋するフォー
チュンクッキー」を、それぞれパートに分かれて
母国語を交えて歌われ、会場も割れんばかりの拍
手となりました。

6．�米山奨学生及び学友会が日本で大変活躍されてい
ることを改めて認識させていただきました。



ニコニコ箱	 村井SAA

●家村会員　橋本丸40周年にむけて順調に出航致しま
した。頑張って下さい。又、 7月の［社会を明るく
する運動］に皆様多数参加をいただき有難うござい
ました。おかげさまを持ちまして盛大に終える事が
できました。
●尾家会員　大藤会長お疲れ様でした。橋本丸の門出
を祝して。
●近藤会員　先週体調不良で欠席とノーバッジのお詫
びです。
●島倉会員　よろしくお願い致します。
●坂口会員　橋本会長、堀幹事�船出を祝って。
●本田会員　家内の誕生お祝いありがとうございます。
●井伊会員　家内の誕生日のお祝いありがとうござい
ました。
●長屋会員　今年度�米山委員会の担当となりまし
た。宜しくお願い致します。
●橋本（幸）会員　クリーンエサカへのご参加ありがと
うございました。
●清水（良）会員　社会奉仕委員長として卓話をさせて
いただきます。どうぞよろしくお願いします。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 34,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 127,000円
　　　　　　　　累計のニコニコB� 0円

新年度理事挨拶

 橋本　芳信 クラブ奉仕担当理事

各委員会と連携をとりながら何か工夫を凝らしたク
ラブ奉仕活動を取り組んで行きます。
1．�9 月 9 日の例会は創立40周年記念講演例会＆家族
会として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
員拡大につなげるような例会をめざします。そし
て例会後は家族とメンバーとの親睦を深める家族
会を設営します。

2．�会長の方針であります、ロータリー賞、ロータ
リー会長特別賞のチャレンジに各委員会と連携を
とりながらサポートしていきます。

3．家族が楽しく参加しやすい家族例会の促進。
4．�出席委員主導のもとメーキャップの周知、欠席者
への告知による出席率100％の継続そして出来れ

卓　　　話

ばホームクラブ100％例会を促進。
5．�そして全メンバーと共に協力していただきたい新
入会員の拡大（公開例会の開催や女性新入会員の
拡大）を促進。

6．�広報誌の事業写真の掲載、40周年を盛り上げる
コーナー作りを促進。

7．�40周年の記念誌・式典映像・各事業の記録はもち
ろんの事、吹田西RCの魅力を伝えるホームペー
ジ・Facebookの更新、公共イメージの向上の広
告等の促進。マイロータリーの登録率100％の即
時更新を促進。

8．�例会を引き締めるスタートの歌の色々な工夫の促
進。そして40周年を盛り上げる為、各委員会の連
携の促進およびサポートを行います。

 近藤　亘 職業奉仕担当理事

職業奉仕担当理事として奉仕活動をするに当たり
「大変やな。」と言うのが正直な気持ちでした。前任、
前々任の理事からも、職業体験学習は会員企業と学校
間で年中行事として組み込まれており、出前授業も学
校側の授業コマ数の関係から困難な状況に有ると聞い
ていて実質の奉仕活動の構築が難しいイメージが有り
ました。
先ずは勉強と思い2006年版の角谷職業奉仕委員長が
纏められた「職業奉仕とは何か」から見ましたが内容
が難しく、なかなか腑に落ちませんでした。その後、
2016年 5 月初版から 2度改定した「ロータリーの職業
奉仕入門（Q&A）」でロータリーの樹の話が出てきて
根幹に職業奉仕が有り、他の奉仕活動との区分をどう
考えれば良いのかが少々理解出来たかと思いました。
今の仕事をする時に、ある方から「近江商人の三方
よし」の考え方を理解しておけと言われた事を思い出
し、江戸から明治にかけて近江の国（今の滋賀県）に
本店を置き日本各地で活躍した商人達で、彼らが顧客
の信用を得る為に大切にしていたのが「買い手よし、
売り手よし、世間よし」と言う三方よしの考え方で
す。良い品を販売し、顧客に喜んでもらい、信用を付
け、顧客が増え利益が貯まると無償で橋や学校を建て
奉仕活動をしていたという事です。
違いはありますが、1905年米国からスタートした
ロータリーの精神に近い物が日本でも古来からも有っ
たというのも気づき驚きと勉強になりました。
また、 4月13日に職業奉仕部門の地区研修・協議会
が有り冒頭に泉パストガバナーのご挨拶の時、近江商
人の三方よしの話が出た時は 2度目の驚きでした。
同席の他クラブのメンバーにも取り組み事業内容を
聞きましたが、皆さん同様に奉仕事業の構築を悩まれ



ロータリーは世界をつなぐ

ておりました。
前段が長くなりましたが、色々考えた末に下記のよ
うに行動致します。
今年度の職業奉仕活動の方針は、会長方針の

「40EVER�SUITA�WEST」に基づき、過去を踏まえ
未来に継続出来る三方よしの奉仕活動を検討し推進し
ます。
計画は、
1．�会員企業が継続実施している職業体験学習の実施
内容を把握し、まとめて卓話の時間に報告し、新
たに対応可能な会員企業が有れば、市教委か地域
の中学校に連絡を実施する。

2．�会員職業内容に基づき、他の会員企業の事業活動
に共通で有益な情報が有れば、卓話の時間に情報
の共有化を図る。（例：税制や法制度の改定時、
補助金情報等も含む）

3．�会員の協力を得ながら地域の小・中学校への出前
授業を実施するが、学校側の状況も確認し打合せ
しながら行動する。（例：税金の勉強や法律を踏
まえた「いじめ問題」他）

4．自己の職種を活かした電子工作教室の開催を検討。
どこまで出来るか不明ですが、今後の職業奉仕活動
に繋がれば幸いです。
1年間、会員の皆様にはお手を煩わせますが、ご指

導とご協力をよろしくお願い致します。

 清水　良寛 社会奉仕担当理事

当委員会は、矢倉副委員長、本田委員の 3人構成で
すが、各奉仕活動においては、会員の皆様の多くのご
参加が必要ですので、 1年間、どうぞ、よろしくお願
いします。
本年度の当委員会の方針は、「会長方針に基づき、
地域社会への持続可能な貢献活動を行う」、というも
のです。
従前から継続されている社会奉仕活動については、
持続的に実施し、また、40周年を記念して、将来に向
けた活動を実施する予定です。
具体的な活動は、次のとおりです。
・�「毎月 1 日はクリーンデイ」活動を継続します。毎
月 1日、平日のみの開催です。日程は、当クラブ主
催のものが、今年の 7月、10月、来年 4月、 6月で
あり、江坂企業協議会主催のものが、今年の 8月、
11月、来年 5月、という予定です。多くの皆様のご
参加を、よろしくお願いします。

・�7 月 5 日開催の吹田市の「社会を明るくする運動」
には、橋本会長をはじめ、 8人の会員が参加し、江
坂駅近辺で、ティッシュを配布して啓発活動を行い
ました。ご参加の皆様、ありがとうございました。
・�7 月 7 日開催の豊津西地区青少年対策委員会主催の
「クリーンエサカ」には当クラブが協賛しており、
橋本会長をはじめ 6人の会員が参加しました。ご参
加の皆様、ありがとうございました。
・�時期は未定ですが、たばこポイ捨て啓発活動、迷惑
駐車追放パトロールに参加します。
・�年 2 回の献血活動を推進します。日程が確定しまし
たら、改めて、ご案内しますが、 8月については、
8月27日の予定です。

・�大阪府の無事故・無違反チャレンジコンテストに参
加する予定です。期間は、2019年10月 1 日～2020年
3 月31日まで、ですので、よろしくお願いします。

・�当クラブの40周年を記念して、江坂公園の噴水北側
の「ローソン」の店舗の上に、ポリオ撲滅に関する
看板を設置しました。この看板には、毎月 1日はク
リーンデイ、という活動も掲載しています。
�この看板の除幕式は、 7月 1日のクリーンデイ活動
に引き続いて実施され、あいにくの雨の中、18人の
会員の皆様に参加していただきました。除幕式の様
子は、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日午後 5時から放送
の「デイリーニュース」内で放送されました。橋本
会長によって、ロータリーのポリオ撲滅に関する取
組や当クラブのクリーンデイ活動の歴史などが、分
かり易く説明されました。
・�また、同じく40周年記念事業の一環で、吹田市の環
境保全事業に対する協力として、ベンチの寄附を検
討しています。
・�そして、前年度からの引継ぎ事業として、視覚障害
者柔道選手による講演会の開催を予定しています。
来年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催
されることもありますので、障がい者スポーツに対
する理解を深める機会になれば、と考えています。

以上のとおり、多くの活動を予定しています。
今まで、恥ずかしながら、私自身、社会奉仕活動へ
の参加が十分でなく、経験が不足していますので、是
非とも、多くの皆様にご参加いただき、ご指導・ご鞭
撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


