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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1747回例会 令和元年10月21日
今週の歌 「村 祭」
卓
話 「私の職業」

塚脇
洋 会員

第1748回例会 令和元年10月28日
今週の歌 「四つのテスト」
卓
話 「ガバナー公式訪問」
RI第2660地区ガバナー

四宮 孝郎 様
（大阪西南）

前回の記録
会長挨拶

橋本
（徹）会長

本日は、古城ガバナー補佐、西川ガバナー補佐エレ
クトをお迎えして、例会、クラブ協議会です。古城ガ
バナー補佐よろしくお願いいたします。
10月のロータリーのテーマは、地域社会の経済発展
月間と米山月間です。また、10月 7 日を含む 1 週間
は、ロータリー学友参加推進週間です。ロータリープ
ログラムの学友とのつながりを再び築くことを目的
に、ロータリーに学友の参加を呼び掛ける週間です。
ロータリー学友とは、インターアクト、ローターア

ンダリ様にお越しいただいております。

幹事報告

堀幹事

1 ．本日お配りした会報に誤りがございましたので訂
正致します。次回の例会の欄で塚脇会員のお名前
が「塚原」さんとなっておりました。お詫びして
訂正いたします。
2 ．10月誕生日のお祝をお渡しします。結婚記念日の
お花をお送りしています。

クト、青少年交換、ロータリー財団奨学金、米山奨学
金など、ロータリーのプログラム経験者です。これら
学友をつなげ、そしてロータリーとつながる組織とし
てロータリー学友会が全国で発足しています。
私たちの第2660地区のロータリー学友会は、2017年
5 月13日にRI加盟認証状伝達式を行い、
「日本で最初
のロータリー学友会」として正式に発足し、現在140
名で活動されています。ロータリーのプログラムを受
け入れるだけでなく、その後もロータリーとのつなが
りを持っていただこうとする取り組みです。サンダリ
さんも是非米山奨学生が終わった後入会してください。
40周年記念式典まで237日です。

3 ． 9 月30日理事会報告

第1746回例会とクラブ協議会よろしくお願いいたし
ます。

◇2019年11月～2020年 1 月卓話プログラム承認
◇家族会の直前および当日欠席キャンセルについ

ゲスト紹介

親睦活動委員会

て。連絡は会員自ら出欠表を修正するか、事務

塚脇副委員長

ゲストスピーカーとしてRI第2660地区第 2 組ガバ
ナー補佐 古城紀雄様にお越しいただいております。
ゲストとして第2660地区2019～2020年度IM第 2 組
ガバナー補佐エレクト 西川正一様、米山奨学生のサ

局への連絡もメールかファックスで残る形で行
う（電話での口頭は不可）こととして、次回よ
りその方法で周知する。
◇フレッシュロータリアン実行委員会委員を仁科
会員、福原会員に依頼する。
◇クラブバナー在庫終了のため、100枚発注する。

4 ．来週10月14日
（月）の例会は休会です。10月21日は
例会後に役員選考委員会があります。
5 ．日本のロータリー100周年バッジが届きましたの
6 ．米山奨学生のサンダリさんへ奨学金の授与がござ
います。
7 ．地区より2021－22年度のガバナー補佐候補者につ
いて推薦の要請が届いております。10月28日（月）
の例会までに自薦、他薦問わず受付を致しますの
で幹事までご連絡下さい。
8 ．橋 本幸治会員より訃報のご連絡を頂いておりま
す。橋本会員奥様のご尊父 阪本一美様（元吹田
市助役）が昨日お亡くなりになられました。クラ
ブとしての規定に入りませんが、個人で参加され
る場合は幹事までご連絡下さい。

●会
●来

員

出席委員会

数

50名

出席会員数

客

3名

本日の出席率

だいたところです。
事務局宛てに、FAXでの申込みをお願いします。私
の知人も参加すると言ってくれましたので、私が代理
でFAX申込みをしました。皆様も、代理でも構いま
せんので、FAX送信をお願いします。
なお、当日、講演会の開始時間は、午後 4 時45分で
あり、約50分の講演会終了後、工藤選手には当クラブ
の例会に参加していただき、卓話をお願いすることに
なっています。

国際奉仕委員会

西村委員長

いよいよ来月20日よりタイナコンパノムのクリーン
ウォータープロジェクトが始まります。参加者は小林

阿部委員長

42名
91.3％

● 9 月 9 日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

せていただき、また、メールでもご連絡をさせていた
参加見込み人数を把握するために、お手数ですが、

でBOXへ入れています。

出席報告

回の例会の際、案内チラシを皆様のボックスに入れさ

清水
（良）
委員長

10月 1 日、当クラブ主催のクリーンデイを実施しま
した。橋本
（徹）
会長、塚脇会員、河邊会員、橋本（幸）
会員、島倉会員、仁科会員、榎原会員、本田会員、
角谷会員、清水
（大）
会員、堀会員、矢倉会員、坂本
（一）
会員、清水
（良）
の計14名のメンバーが参加し、また、
東急REIから細川様、ジェイコムウエストから宮本様
のご参加を賜りました。ご参加の皆様、ありがとうご
ざいました。
次回、11月 1 日のクリーンデイは、江坂企業協議会
の主催です。午前 7 時30分、江坂公園の噴水前にご集
合ください。よろしくお願いします。

パスト会長、橋本会長、坂本会員、木田会員、榎原会
員、角谷会員と私の 7 名です。11月11日（月）午後 5 時
に最終打合せ、その後の例会で結団式を行いますので
よろしくお願いします。

40周年実行委員会

紙谷幹事

本日、第 7 回40周年実行委員会を例会終了後開催し
ますので宜しくお願いします。

ロータリー財団委員会

瀬川委員長

橋本（徹）会長、郷上会員、荻田会員、山下会員より
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。

米山記念奨学金委員会

長屋委員長

髙木会員、荻田会員、橋本（芳）会員、瀬川会員、
仁科会員、福原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。

野球同好会

清水（大）
委員

第31回ガバナー杯争奪軟式野球大会結果報告
日時：10月 5 日（土）
会場：八尾市立山本球場
第1戦

対御堂筋本町RC

4 対12

敗戦

第2戦

対中之島RC

1 対15

敗戦

クラブ40周年に向けて勢いをつけるべく臨んだダブ
ルヘッダーの試合、悔しくも野球同好会始まって以来
の屈辱的大敗 2 連敗を喫してしまいました。敗因は明
また、改めて、11月11日開催の視覚障がい者柔道の
工藤博子選手の講演会のご案内をさせてください。前

らかな練習不足であります。まだ残り 4 試合あります
が最後まで諦めず頑張りたいと思います。

今後の予定
10月12日
（土） 第 1 試合
対難波RC

9 ：00～10：30

八尾市福万寺運動公園

10月14日
（月・祝）第 1 試合
対帝塚山RC

八尾市立山本球場

10月20日
（日） 第 1 試合
対心斎橋RC

9 ：00～10：30

ミキハウス球場
第 3 試合

対大阪西RC

9 ：00～10：30

12：40～14：10

ミキハウス球場

ゴルフ同好会

榎原委員

吹田 5 クラブ親睦交流ゴルフコンペ組合せ表をお配
りしました。
第 2 回橋本会長杯ゴルフコンペ＆忘年会の出欠表を
回覧しますのでたくさんの参加お願いします。

ニコニコ箱
●橋本
（徹）
会長
●塚脇会員

河邊副SAA

古城ガバナー補佐をお迎えして。

野球同好会の皆様、週末は大変お疲れ様

でした。
●清水
（大）
会員

野球部の皆様お疲れ様でした。気を

取り直してがんばりましょう！
●仁科会員 ラグビーサモア戦行ってきました！ 感
動しました！
●本田会員

お寺の行事も半分終わりました。
本日のニコニコ箱

15,000円

累計のニコニコ箱

459,000円

累計ニコニコB

卓

4,000円

議長：100％出席を継続していくべきと回答していた
だいています。
今回の規定審議会で標準ロータリークラブ定款の
メークアップは、例会の前14日、または後14日以内
に⑴～⑺の事業に出席することを、同年度以内に代
わります。標準ロータリークラブ定款より、各クラ
ブの規則が優先されます。第2660地区は、元の14日
前後の規定を奨励されています。地区への報告は従
来通り前後14日以内として報告してくださいとなっ
ています。
私たちのクラブの規則は、基本前後14日以内です
が、理事会承認で前後28日にすることができると
なっています。今回規則で期間をどうするかを決め
なくてはなりません。
井伊規定委員長：規定審議会にてクラブ柔軟性を持た
せるという意味で前後28日間となった100％出席率
確保のためこのまま続けていくべき。

話

尾家会員：厳しく14日で限定し行っていくべき、原点

クラブ協議会

に戻るべき、だんだん甘くなっていく。
清水（大）会員：出席率100％でいくという意志は持っ

ガバナー補佐訪問
 第 2 組ガバナー補佐

協議内容 1 ）

古城

紀雄 様（千里）

司会：堀会員
議長：橋本（徹）会長
書記：紙谷会員
司会：ただいまからクラブ協議会を開始いたします。

ておきたい。ただし変化にも対応はしていくべき。
無理せず28日でもよいとも思う。
長屋会員：28日で問題なし。
協議内容 2 ）
議長：入会金について第2660地区内80クラブ中、10万
円28クラブ、 0 円13クラブ、 1 万円未満 9 クラブ、

ビジョン作成アンケート結果について協議していき

20万円以上15クラブ、10万円超20万円未満15クラ

たいと思います。

ブ、私たちのクラブは、移動による入退会が多い。

議長：吹田西ロータリークラブビジョン作成のための
アンケート結果について説明。

入会金はあまり影響していない。他の状況を考える
と10万円が妥当と考えますが、再度意見をお願いし

ロータリーは世界をつなぐ
たい。

長、市会議員、市職員などの入会を認めることにな

木下会員： 2 名純増で会計予算を組んでいるがあまり

ります。クラブに政治色がつく恐れがあります。ク

あてにはならない。吹田西ブランドを考慮すると20

ラブ細則で決めなければなりません。意見をお聞か

万円が妥当。

せください。

坂口会員：20万円くらい支払えないのはどうかとおも
う。ハードルはもうけるべき。
木田会員：20万円はボーダーラインとして妥当。
小林会員：入会して何をするのかが大事、事業にもお
金は必要、維持するべき。
荻田会員：自分の入会時には20万円というハードルは

瀧川会員：誰が入会してもよい。ロータリーは歴史も
あり力もあるので揺るがない。
小林会員：賛成、何故RIは今更そのしばりを外した
のか？
清水（良）会員：クラブの活動にプラスになるならば意
見等も聞きたい。

きにならなかった。20万円から下げたほうがよいと
考えている。
家村会員：会員拡大も考えると入会金は低いほうが入

司会：時間になりましたので、古城ガバナー補佐から
講評をいただきます。

会率があがる。他RCは10万円が多い。
髙木会員：女性会員をどう引っ張るのか、女性経営者
は小さな会社が多いので20万円は出せない。プライ
ドだけでは活動できない、ある程度下げたほうがよい。

古城ガバナー補佐：吹田西ブランドという誇りを持た
れうれしく思う。
メークアップについて、28日でメークアップの保
持は十分評価できる。皆の意識が高いのは明確であ

協議内容 ₃ ）

り敬意を示すところである。

議長：大阪学院大学にローターアクトクラブ創設につ

入会金について、私のクラブでは入会金を 0 円に

いて、前年度からの引継ぎがありました。どのよう

したが何の変化もなかった。現状のままでいったら

な状況なのか地区の方と一緒に大阪学院大学に行っ

よいと思う。

てきました。前向きに検討されていますが、学校の

ロータアクトについて、運営資金も負担となる。

組織になるのか学校以外の組織になるのか、の整理

若い人を巻き込みロータリアンとして感動の連続を

がつかない状況でした。クラブが出来上がった場

与えてほしい、ロータリアンに入りたいという組織

合、RIの規定のルールがあるが、独自のルールが

を作りたい、前向きに取り組んでいただきたい。

優先されるとの説明で動いていきそうです。反対の
方が、 7 名おられましたので、再度意見をお願いし
ます。

公職者について、世界的会員の減少のためではな
いか。
米山について、アンケートでなぜ 3 万円なのかと

木田会員：吹田西・吹田RCのローターアクトとの立

ありましたが、 3 万円という金額について、すべて

ち位置を明確にしたうえで大阪学院を迎える必要が

の受入可能クラブに奨学生を配属させるための金額

ある。

である。（受入クラブ50クラブ）

清水
（大）
会員：学校側の意気込みが感じられなかった。

最後に、大きな成果を祈っております。

尾家会員：若人に期待する。奉仕を学び人材育成の為
必要。
矢倉会員：意見はありません。

議長：古城ガバナー補佐、西川ガバナー補佐エレクト
本日は本当にありがとうございました。本日のクラ
ブ協議会を活かし、ビジョン作成並びに、クラブ細

協議内容 ₄ ）
議長：会員身分に関する規定を改正について「公職に
ついている人の入会を認めるもの」とあります。市

則の変更を進めていきたいと思います。
司会：これをもちまして、クラブ協議会を閉会いたし
ます。

