SUITA WEST ROTARY Club Weekly Bulletin

Weekly No.

吹田西ロータリークラブ

1741   ／令和元年8月5日

国際ロータリー第2660地区

ウィークリー 2019-2020
創 立
事務所
例会場

4つのテスト

1. 真実かどうか

1980.6.12
〒564-0051 吹田市豊津町9番40号 カリーノ江坂1階 TEL06-6338-0832 FAX06-6338-0020
URL http://www.suita-west-rc.org
E-mail src@jasmine.ocn.ne.jp
新大阪江坂東急REIホテル TEL06-6338-0109
例会日 毎月曜日 18：00～19：00
会長：橋本徹也
幹事：堀
豊
会報委員長：榎原一滋

2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1741回例会 令和元年 8 月 5 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「前年度事業報告」 榎原直前幹事
「前年度決算報告」 荻田直前副会計
「前年度会計監査報告」

井伊直前会計監事
「今年度予算案」 木下会計

第1742回例会 令和元年 8 月26日
今週の歌 「四つのテスト」
卓
話 「
「北方領土返還活動」の現在」
独立行政法人 北方領土問題対策協会
大阪府委員 大崎順敬氏
浄土宗 西林寺住職

前回の記録
会長挨拶

橋本
（徹）会長

リーされるのでしたら、吹田西ロータリークラブが推
薦させていただきます。 5 年前、吹田西ロータリーク
ラブが35周年でIM第 2 組のINTERCITY MEETING
をホストした時にこれからのテーマは、オリンピック
とパラリンピックだと考え、テーマを「あきらめない
心」としてパラリンピアン陸上競技の中西麻耶さんを
講師に招き開催させて頂きました。今年もその思いを
引き継いでいこうと思います。
それでは、1740回例会、よろしくお願いいたします。
式典まで残り307日です。

幹事報告

来年の今頃は、もう東京オリンピックが始まってい
ます。この猛暑の中大変ですね。それと先週のように
台風が来たら大変ですね。東京オリンピック 1 年前行
事が始まっています。東京オリンピック2020を盛り上
げ、日本を明るくしていきましょう。
皆さんの中でチケット、ゲットされた方おられるで
しょうか？
9 月 9 日の創立40周年記念講演会「熱いハートを燃
やせ TOKYO2020」を成功させないといけません。
200名を目標に動員の協力よろしくお願いいたしま
す。そして、私も盛上げる為に「東京オリンピック聖
火ランナー応募サイト（大阪府）」に登録をしました。
吹 田 市 を 走 る の は 2020 年 4 月 14 日
（火）
で す。自 己
PR、走行を希望する市町村との関わりや選択した理
由などを書かなくてはなりません。そして、なんと、
第三者の推薦（個人または団体）が必要になっていま
したので、勝手に吹田西ロータリークラブが推薦して
くれていますと書いてしまいました。皆さんもエント

堀幹事

1 ．本日例会後に理事会があります。
2 ．ゴルフ同好会の皆様へ小林会員からヨーロッパの
お土産を入れております。
3 ．ロータリーの友 8 月号をお配りしました。

出席報告

出席委員会

阿部委員長

●会 員 数 50名
出席会員数 38名
●来
客 0名
本日の出席率 92.68％
● 7 月 8 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27日（土）、第2660地区の社会奉仕・国際奉仕合
同委員長会が開催されましたので、出席して参りまし
た。社会奉仕に関する議事のなかで、薬物乱用に関す
る啓発の要請がありましたので、紹介させていただき
ます。現状、若年層による大麻使用の増加が問題と
なっています。大麻はゲートウェイドラッグと呼ば
れ、大麻を入口にして、覚せい剤などの薬物使用に
陥ってしまう、とのことです。薬物乱用を防止する

「ダメ。ゼッタイ」普及運動にご理解・ご賛同をお願
い致します。
話は変わりまして、今週の木曜日 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。
また、 8 月27日
（火）には、献血活動を予定しており
ます。詳細は、別途、ご案内しますので、まずは、日
程のご予定をお願いします。

クラブ奉仕委員会

日時：令和元年 8 月30日（金）18：30～
場所：「中国料理 龍門」
大阪市中央区伏見町2－2－6 青山ビルB 1 F
費用：約5,000円（割り勘）
いつ行っても、満席の安い、うまいの代表店。上品
なお店ではないですがぜひご参加ください。







お誕生日のお祝い
会

員
荻田会員
榎原会員
髙木会員
坂本会員
仁科会員
鈴木会員

瀬川委員長

坂口会員、井伊会員、西村会員、杦本会員より特別
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

坂本幹事

橋本
（芳）
委員長

先日 7 月26日
（金）
に中国料理 翠園にてクラブ奉仕
担当の炉辺談話を行いました。19名の会員の参加があ
りました。
橋本
（徹）
会 長、井 伊、榎 原、角 谷、河 邊、木 田、
木下、近藤、佐藤、清水
（大）
、清水
（良）
、杦本、髙木、
西村、橋本
（幸）
、橋本（芳）、福原、村井、由上各会員

ロータリー財団委員会

グルメ同好会

佐藤副委員長

坂口会員、坂本会員、西村会員、杦本会員より特別
寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

8月

会員夫人
村井会員夫人
坂口会員夫人
西村会員夫人



卓

話

新年度理事挨拶


西村

元秀 国際奉仕担当理事

エスコタウンミュージックナイト

杦本副会長

ESAKAエスコタウンミュージックナイト2019を開
催しますので、皆さんご参加ください。
日 時：令和元年 9 月11日（木）18：00～21：00（予定）
場 所：新大阪江坂 東急REIホテル
3 F宴会場ボールルーム
会 費：江坂企業協議会会員2,500円／一般5,000円
出演者：西浦達雄＆LIKALIFE・わたなべ ゆう
LaLaPo・リトルボブ

ニコニコ箱

村井SAA

●宮川会員 暑中お見舞い申し上げます！
●河邊会員 楽しい炉辺でしたね。
●橋本
（芳）
会員 クラブ奉仕の炉辺談話、参加ありが
とうございました。
●榎原会員 河邊パスト会長お世話になりました。
●仁科会員 家内の誕生日のお祝い、ありがとうござ
いました。
本日のニコニコ箱
15,000円
累計のニコニコ箱
207,000円
累計ニコニコB
4,000円

2019～2020年度国際奉仕担当理事を拝命しました
西村です。今年度のRIテーマである「ロータリーは
世界をつなぐ」を実践する部署として皆さんとご一緒
に活動していきたいと思いますのでよろしくお願い申
し上げます。また、橋本徹也会長方針として今年度か
ら前年度までの国際奉仕プロジェクト委員会を国際奉
仕委員会に統合することになりました。具体的には国
際奉仕委員会では私が委員長、副委員長には経験豊富
な小林パスト会長、そして委員には現在地区の国際奉
仕委員会で頑張られている木下さんの最強メンバーで
組織されています。ロータリー財団は同じく地区ロー
タリー財団で活躍されている瀬川さんを委員長に、副

委員長には同じく地区でも活躍されていた木田さん、

大吾です。微力ではございますが、青木副委員長と

そして委員として小川パスト会長、小林パスト会長、

紙谷委員と共に橋本徹也会長方針「40EVER SUITA

木下さんに入っていただいております。それぞれの委
員会での具体的な方針は以下のとおりです。
国際奉仕委員会
方針：姉妹クラブ及び友好クラブとのより良き関係を
築くため、要請があれば、活動の実施または計

WEST」に則り、青少年の健全な育成に努めてまい
りたいと存じます。
青少年奉仕委員会
方針：青少年との交流・奉仕を通じ、人間的成長を支
援し、健全な青少年の育成と地域社会への貢献

画をする。

に努める。

ロータリー財団委員会
方針：ロータリー財団とその活動に対する当クラブ会

具体的計画
・40周年を期に恒例の地元小学校と大相撲木瀬部屋

員の理解をさらに深める。ロータリー財団寄付

力士との交流活動をさらに盛り上げる。

を促す。

・吹田ローターアクトクラブへの協力を推進する。

今年度も友好クラブであるタイのナコンパノムRC

・ライラ・ニコニコキャンプへの参加協力を推進す

を通じてのクリーンウォータープロジェクトを継続し

る。

ます。11月20日から24日までを予定しており現地 2 校

・米山奨学生のお世話と交流を深め、勉強している

の訪問を計画しております。先般、タイナコンパノム

内容を活かした奉仕事業を検討する。

派遣団を募集しましたところ 7 名の方々にお申し込み

・米山記念奨学会、青少年交換委員会と共に、各委

をいただき誠にありがとうございました。ロータリー

員会とも協力し、40周年を盛り上げていく。

財団への特別寄付につきましては年間一人当たり160
ドル、ポリオ撲滅に向けた寄付につきましては年間一
人当たり50ドルを会費より予算化させていただいてお
ります。また、来年 6 月 6 日から10日までホノルルで
の国際大会への会員、ご家族の参加へのサポートも国

米山記念奨学会委員会


長屋委員長・佐藤副委員長・鈴木委員

方針：米山基金の募集を継続的に行っていく。
具体的計画
・米山記念奨学金に対する会員への理解を深め、一

際奉仕委員会で計画しておりますが、すでにマイロー

人でも多くの会員に寄付をしていただけるように

タリーなどで基本的な情報は個人レベルで取得されて

卓話等を実施したい。

いると思いますので、国際奉仕委員会としましては地

・新しく米山記念奨学生（ピタベッダラヴィターナ

区と連携してより詳細な情報提供を心がけていきたい
と考えています。最後にロータリー綱領での国際奉仕

ゲー、サンダリディルシャーニヴィターナゲー）

の概念にふれたいと思います。そこには「国際奉仕は

を受け入れるに伴い、月に 1 回奨学金授与の為

奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職業人の世界的な

に、例会に参加していただく。

交流によって国際間の理解と親善と平和を推進するこ

・米 山奨学生が日本で勉強している内容等につい

と」とあります。そして「個々のロータリアンがロー

て、卓話していただく。

タリーの国際奉仕の目標を実行する力になるための最
も効果的な手段の一つは自分のクラブを経済的に支援
すること」とあります。では一年間よろしくお願いし
ます。

青少年交換委員会


青木委員長・石﨑副委員長・田中委員

方針：当クラブ会員あるいは知人などの子弟に、交換
学生として海外に学業研修する希望者がいるか

清水

大吾 青少年奉仕担当理事

どうか確認するとともに、その意義の啓発に努
力する。
具体的計画
・希望者との面談

・クラブ内での承認

・地区委員会への申請
・青少年交換事業の意義などを知っていただくため
の卓話を行う
また、地区より大阪学院大学がローターアクトクラ
ブ設立を検討しているので、世話クラブになってほし
い、とのお話が来ておりますので、今後地区、大学と
調整を進めていきたいと思います。
一年間、会員の皆様のご協力を賜りますよう何卒よ
本年度の青少年奉仕担当理事を拝命致しました清水

ろしくお願い申し上げます。

ロータリーは世界をつなぐ
40周年実行委員会挨拶


尾家

亮₄₀周年実行委員長

なことで国が発展する訳がない。
そこをロータリアン一人一人が自覚して、どうした
らポピュリズムを許さずロータリーの精神をもって、
社会の発展に貢献していく姿勢を貫いていくことが肝
要だと思います。
Ⅳ

Ⅰ

ロータリークラブの目的
意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、こ
れを育むことである。
1 ．知り合いを広め奉仕の機会とする。
2 ．ロータリアン職業上、高い倫理基準を持って社
会に奉仕する。
3 ．ロータリアン個々人が、日々奉仕の理念を持っ
て行動する。
4 ．奉仕の理念で結ばれた職業人が、国際理解、親
善、平和を推進する。
Ⅱ

規定審議会は、全くポピュリズムの精神になって
しまっている。
1 ．職業を持たない人でも入会できる。
これでは職業上高い倫理観を持って社会に奉仕
できなくなる。
2 ．例会は毎週でなくても、クラブによって 1 週間
置きでもよい。
3 ．メーキャップの拡大解釈 等々。

このことはロータリアンの減少に伴い、維持運営が
できなくなってきたので条件を易しくしてロータリア
ンの減少くいとめをねらったものに他なりません。
Ⅲ

組織は不易流行でなければならない。
ポピュリズムとは、私の解釈ですが、義務の放棄で
あり権利の主張ばかりであります。
税金は納めない、年金をもっと出せ、医療費・授業
料をタダにせよ、奉仕はしない、困窮世帯の面倒をみ
よ、住いを用意せよ、自分の義務を果たさないで国が
悪い、何が悪い、どこが悪いといいふらす。つまり国
の運営の根幹である税金を払わないで遊んで暮らせる
ような要求ばかりする民衆に、政治も票がほしいため
に世界的にポピュリズムの傾向になびいている。こん

1 ．ロータリーの精神
ウイサーブではなくアイサーブと思う。
2 ．不易流行の精神
かわらないことと、かえていかなければなら
ないこと。時代の変化と共に、その時代に
マッチした奉仕のあり方
3 ．奨学生の求め方（外国人）
4 ．日本人奨学生のあり方
5 ．ポリオ撲滅
6 ．環境問題 ESG



紙谷

幸弘₄₀周年実行委員会幹事

吹田西ロータリークラブ創立40周年記念式典及び懇
親会において、尾家実行委員長のもと幹事という大役
を務めさせていただいております。
現在、第 4 回目の実行委員会の開催が終わり着々と
事が進んでいようかと思います。青木副実行委員長に
記念誌部会、石﨑副実行委員長に式典部会をお任せ
し、委員の方々がそれぞれの知恵と工夫で素晴らしい
事業になるよう日々思案していただいております。
記念誌部会におきましては、パスト会長には当時の
事業・写真等集めていただき、記念誌のそれぞれの
ページを飾っていただくことになっており、今年度理
事には1980年から2010年までの各奉仕事業をまとめて
いただくことになっておりますので、大変ご苦労をお
掛けしますが宜しくお願いいたします。
式典部会におきましては、現在、案内します各方面
の代表者の選定・案内状の原稿・当日の式典・懇親会
の進行内容について協議を進めております。
この40周年事業は実行委員だけでなく全員の方々に
協力いただき、何某かのお手伝いをお願いすることに
なりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

