
　皆様こんばんは。雨が降らず、降ると大きな雨に
なるといわれていますが、まことあてにならない梅
雨空のもと、お集まり頂きまして大変嬉しく思いま
す。本日のお客様はございません。先週の例会は国
際大会出席のため、会長挨拶を大藤副会長にお願い
しました。久々の感じが致します。
　我々のクラブは私たち夫婦と木田地区国際奉仕委
員長夫妻と 2組の参加でした。
　6 月 8 日（木）関西空港を出発しインチョン経由
で 6 月 9 日（金）アトランタに入り空港で国際大会
登録表をいか受け取り国際大会のスタートを切りま
した。
　到着した当日の夜 2019 ～ 2020 年度ガバナーの
四宮大阪西南 RC パスト会長に誘われアトランタブ
レーブスとニューヨークメッツの野球観戦に出かけ
ました。10 数名の参加でございました。球場までホ
テルから 30～ 40 分位でしたが私達夫婦と四宮さん
と同じタクシーでしたのでアトランタについて色々
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卓　　　話　　新年度の挨拶　　　　荻田　会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本（徹）副会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　坂口　SAA
　　　　　　今年度主要行事予定   　西村　幹事

ロータリー新年度

四つのテスト
な話を伺う事ができました。この 4 月にオープンし
多目的の複合施設として色々な行事に使われている
こと。
　大リーグそのものが地元愛が強く 90％以上アトラ
ンタブレーブスの応援をしていること。2019 ～
2020 年度ガバナーとして今から準備していること等
貴重な時間を過ごすことができました。
翌 6月 10 日（土）は第 2660 地区アトランタ国際大
会「大阪ナイト」が開催されました。
　地区代表幹事の司会で開会し松本進也ガバナー挨
拶・若林紀男パストガバナーの講演、木田地区国際
奉仕委員長からの報告等でした。
　2660 地区からは 140 数名の登録、120 数名の「大
阪ナイトへの参加でした。国際大会への参加は 170
か国、35000 人の登録と発表され、日本からは
2200 名の参加となり開催国のアメリカを除いて、第
1位の参加者と発表されました。
　翌日からの公式大会はジョージア　ワールド　コ
ングレスセンター（GWCC）で行われました。本会議
については各国語の同時通訳が提供されアメリカ
ジョージア州知事ネイサン・ディール氏の挨拶、ジョ
ンジャーム RI 会長の家族の紹介、最後に RI 会長より
財団 100 年を振り返って暮らしと地域社会をより良
くするために私達ロータリアンは活動してきました。
今その達成を誇りとともに振り返ろうという事でし
た。
　今日ロータリー財団は、人道的奉仕の最前線で世
界の何百万という人々の生活をより良くしています。

井伊会長



出席報告
●会　員　数 50名 ●来　　　客  0名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 91.30％
●5月29日の出席率（メーキャップ含む）100％

出席委員会　　佐藤委員長

幹事報告 長屋幹事　
・週報の記載に誤りがあります。最終ページの俳句の
今後の予定の日程が正しくは 7月 3日です。
・テーブルにある緑の袋は井伊会長からのアメリカの
お土産です。

臨時総会

 長会伊井　」会総時臨「 日91月6年92成平
只今より臨時総会を開催します。会場を閉鎖します。
定款・細則の定めにより、議長は私がつとめます。
会員総数 50名、本日の出席会員数は 42名です。
細則第４条第４節により本総会は成立いたしました。
　議題１、ＲＩ規定審議会の決定によるクラブ定款・
細則の改定について研修情報・規定、田中委員長より
説明をしていただきます。
　田中委員長説明
（クラブ定款・細則改定については 5月 11日、吹田
西ロータリークラブ定款・細則について送付）してい
ます。又、6月 7日追加事項（細則）を追記していま
す。内容と致しましては、標準ロータリークラブ定款・
クラブ細則の位置づけは次の３項目があります。
・国際ロータリー細則は、ＲＩに加盟したロータリー
クラブが所定の標準ロータリークラブ定款を採用する
ことと規定している。
・定款は、クラブの名称および所在地を変更する場合
を除き、規定審議会によってのみ改正できる。
（標準ロータリークラブ定款 2016　12 ページ　第 22
条　改正）
・クラブ細則は、標準ロータリークラブ定款・細則、ロー
タリー章典と矛盾してはならない。
以上の 3項目より今回大幅な改正となりました。
1. アンダーライン部分は追加、修正箇所です。（2015
年 7月版）と比較して下さい。
2.--------- は、削除箇所がありますので（2015 年 7月版）
と比較して下さい。
以上で説明終わり、議長にマイク返します。
田中委員長の説明に反対の方、挙手をお願い致します。
保留の方、挙手をお願い致します。
賛成の方、挙手をお願い致します。
　以上の賛否による採決の結果、クラブ定款・細則の
改定が承認されました。

田中　委員長

瀬川副ＳＡＡ

本日のニコニコ箱　　　 48,500 円
累計のニコニコ箱　　1,286,475 円

●親睦委員会　親睦活動委員会として炉辺談話等の集
金においておつりがありましたので！
●井伊　会員　アトランタ国際大会から無事帰ってき
ました。
●坂口　会員  　SAA の皆様、ご苦労様です。
●木田　会員  　アトランタ国際大会より無事帰って
まいりました。すばらしい大会でした。
●河邊　会員  　井伊会長、木田様　国際会議参加お
疲れ様でした。
●郷上　会員  　お祝いありがとうございます。
●荻田　会員  　本日次年度会長方針の発表よろしく
お願いします。昨日同窓会（中学高校）に出席し 42
年ぶりに友人と会ってきました。

卓話　地区委員の活動報告　　　
　　　　　
　　　   地区国際奉仕委員会　   木田委員長

疾病との闘い、きれいな水の提供、母子の健康改善、
基本的教育の支援、地元経済の発展、平和の促進、
世界のポリオ撲滅など何千というプロジェクトが財
団によって支えられてきました。100 年前にアトラ
ンタで開かれたロータリー大会（1917 年）で当時の
会長アーチ・クランフが「世界でよいことをする」
ための基金の創設を提案。わずか 26 ドル 50 セント
の寄付から始まった財団は大きく成長し、これまで
に 30 億ドル以上の支援をプロジェクトとプログラム
に提供してきました。
　財団生誕の地アトランタで 100 周年を祝い「世界
でよいこと」をしてきた 1 世紀を誇りをもって振り
返りながら、これからの 1 世紀の課題を一緒にかん
がえませんか。
という結びの言葉でした。詳細につきましては地区
国際奉仕委員長から卓話で報告がございます。
いよいよ会長としての任期がもうあと今日を入れて 2
回を残すのみとなりました。一年間があっというま
に過ぎていきました。
　本日は「臨時総会」があります。これで会長挨拶
と致します。

本年度の地区国際奉仕の出向報告を行います。
本年度は、私の５年間の地区国際奉仕委員会への出
向の集大成としまして、委員長をさせていただきま
した。



地区委員の活動報告　　　
　　　　　
　　　　地区社会奉仕委員会　   榎原委員

　松本進也ガバナーの方針の中に「地区は、各クラ
ブとＲＩのパイプ役であると同時に地区内の各クラ
ブのリーダー育成する研修機関」とあり、この方針
に則り地区国際奉仕委員会として出来ることとして、
クラブから出向されているメンバーの皆様に研修を
し、卓話サービスや補助金申請のお手伝い、２回の
クラブ委員長会議、地区大会、アトランタ国際大会
での国際奉仕メンバーに役割を明確に与えることで、
今後のホームクラブでの運営に役立てるような学習
をしていける委員会づくりをおこなってきた一年で
した。
　具体的には、各クラブの国際奉仕活動を例に地区
補助金やグローバル補助金を使用した事業を紹介す
るため養成のあったクラブに卓話サービスをおこな
いました。
　１６クラブの要請があり、私自身は、５クラブの
卓話へ行かせて頂きました。また、委員においては、
最低１回は卓話にいっていただき貴重な経験をおこ
なっていただきました。
　第１回クラブ委員長会議では、シリア人の交換留
学生だった、ヤヒヤ君のシリアの現状をお話いただ
き反響を得ました。また、財団委員会の宮里委員長
に来ていただき補助金のセミナーも頂きました。
　第２回クラブ委員長会議では、日本人でありなが
らタイのチェンライロータリークラブの会長もされ
た原田さんの講演をいただき、新たな国際奉仕事業
の考えかたを講演いただきました。一回目に引き続
き、財団委員会の宮里委員長にきていただき財団
100 周年に向けたセミナーをお願いしました。そし
て、アトランタ国際大会の案内もおこないました。
　地区大会では、会員の皆様にタイムリーであった
シリア問題に関心を持っていただくようシリアの現
状をパネルしに展示しました。シリア人のヤヒヤ君
にも参加いただき、ヤヒヤ君が所属するボランティ
ア団体のシリアンハンドへの寄付もお願いしたとこ
ろ、３５万円ものドネーションを頂きました。
　委員会においては、月一回は必ず行い、委員の情
報交換をおこない、皆様と少しでも仲良くなれれば
と毎回の出席をしました。つい先日、最後の事業と
してアトランタ国際大会での大阪ナイトの設営のお
手伝いでは、委員会メンバー５人が参加していただ
き大阪北ロータリークラブの方々とともにおこなう
ことができました。遠方のアトランタにもかかわら
ずメンバー及び関係者で１２４名もの参加があり成
功裏に終わり、やっと、今年度の地区国際奉仕委員
会も終わりました。
　５年間という地区国際奉仕委員会での活動は、大
変でしたが、今では、とても勉強になり、自分自身
においてもすごく役に立ちました。また、４年間適
当にやっていたので委員長の一年間は、とても苦労
しましたが、逆に今年ほど、勉強になった一年間は
ありません。本当に地区の委員長をさせていただき
ありがとうございました。出向をさせていただいた

第 1 回　地区社会奉仕委員会及び歓送迎会・2016
年 7 月 13 日 ガバナー事務所
第 1 回　クラブ社会奉仕委員長会議について・第
1回地区献血について・委員会日程
第 2 回　地区社会奉仕委員会及び懇親会・2016
年 9 月 7 日 ガバナー事務所
第 1 回　クラブ社会奉仕委員長会議について・第
1回地区献血報告・大阪環境ネットワーク
会議報告
第 3回　地区社会奉仕委員会及び懇親会・
2016 年 11 月 22 日 ガバナー事務所 
ロータリー財団 100 年事業について・地区大会「友
愛の広場」について・第 2 回クラブ社会奉仕委員
長会議について
第 4 回　地区社会奉仕委員会及び懇親会・2017
年 2 月 22 日　ガバナー事務所 
ロータリー財団 100 周年事業について・第 2 回地
区献血について・大和川・石川クリーン作戦につ
いて・第 2回クラブ社会奉仕委員長会議について
第 5 回　地区社会奉仕委員会及び懇親会・2017
年 4 月 26 日　ガバナー事務所
ローターアクト第 1 回地区献血・2016 年 7 月 23
日 　
難波バス停横・イオン大日・京橋駅・くずは駅・
千里中央阪急千里前　受付 409 名・採血 311
ローターアクト第 2回地区献血・2017 年 2 月 26 日
難波バス停横・イオン大日・京橋駅・くずは駅・梅
田 HEP 前 　受付　468 名・採血 346 名

第 1 回　クラブ社会奉仕委員長会議・2016 年 9 月 
17 日 薬業年金会館 
社会奉仕活動のための財団補助金セミナー・薬物乱
用防止について・献血の現状について・ 
第 1 回　地区献血報告
第 2 回　クラブ社会奉仕委員長会議・2017 年 5 月 
13 日 
大阪府社会福祉会館 地区補助金について・児童虐待
について・地区活動報告及び次年度活動方針
2017-18 年度地区社会奉仕委員会地区チーム研修セ

吹田西ロータリークラブの皆様には感謝しておりま
す。有難うございました。



次年度活動方針　　　
　　　　　
　　   　　　　　　　荻田会長エレクト

ミナー・2017 年 2 月 11 日 国際会議場
次年度 RI 会長テーマ及び第 2660 地区次年度運営・
活動方針、次年度予算案に説明、各委員会別協議
2016-17 年度大和川・石川クリーン作戦・2017 年 3
月 5 日 大和川山之内公園付近
当社会奉仕委員会とローターアクト委員会の共同事
業で実施し当地区ロータリアンは 56 名、 住吉区とし
ては約 370 名の参加
2017 年 3 月 24 ～ 25 日 熊本・大分
ロータリー財団 100 周年記念事業として第 2660 地
区より第 2720 地区の阿蘇神社修復プロジェクトへ
の支援事業として阿蘇神社奉賛及び 2720 地区の地
区大会の参加 地区補助金を使った熊本地震被災者支
援プロジェクト 阿蘇神社復旧に向けての備品・調度
品の支援 (3,600,000 円支出 )
当クラブより木田国際奉仕委員長と榎原の 2 名参加

2017-18 年度のための地区研修・協議会・社会奉仕
部門・2017 年 4 月 15 日 大阪国際会議場

　次年度会長方針を発表させていただく機会を得ま
したことに感謝いたします。
2017 年 -2018 年の RI イアン・ライズリー会長はテー
マとして’ ROTARY ：MAKING A DIFFERENCE` を掲
げられました。
また、2660 地区の片山勉ガバナーはスローガンとし
て「個性を活かし、参加しよう」を掲げられています。
さらに、ガバナーは「魅力ある・元気ある・個性の
あるクラブ」ということもおっしゃっています。
　私は「明るく、軽く、真剣に」をモットーとして、
活動をしていきたいと考えております。
　さて、具体的な方針につきましては、予算及び活
動方針を発表するクラブ協議会に先立ち、各理事、
委員長にお配りしたものに沿ってご説明させていた
だきます。

　この説明をさせていただく前に、各理事、委員長
及び委員の皆様をご紹介させていただきます。すで
に会報で、委員会の人事はお示ししてはおりますが、
本日、お手元にお配りさせていただきました。お名
前をお呼びしますので、ご起立願いますでしょうか。
あわせて、方針も申し上げます。
　楽しいプログラム・卓話（歌と踊り）、食事の充実、
和やかさと厳粛さを併せ持つ例会家族の参加しやす
い移動例会、ダンスも含めたロータリーソング、
100％出席の継続（メーキャップの周知と欠席者への
告知）、ニコニコの積極的参加　　年間目標 150 万円、
ポリオ撲滅一人当たり 50 ドル寄付の参加、米山奨学
会寄付金一人当たり 3 万円、財団寄付一人当たり
150 ドル、新入会員の拡大（友人招待例会の開催）、
広報誌の紙面縮小（4ページ以内とする。）、広報誌原
稿はワード、エクセルによるデータで
どうぞ、１年間、よろしくお願いいたします。これ
に加えまして、
　次年度においては、クリスマス、移動家族例会以
外に、ご家族をよんでいただけるような例会を２回
程度、企画させていただきたいと考えております。
先日のカンツォーネ、二胡のように素晴らしい演奏
であれば、家族に聞かせてやりたいと思われた方は
私以外にもおられたのではないでしょうか。移動し
ない家族例会とお考えいただきたいと思います。
また、ニコニコ Bの復活として、まずは、7月 10日、
中堀パスト会長 90 歳お誕生日記念例会でやってみた
いと考えております。
そこでお願いです。皆様の御宅にウィスキー、焼酎、
ワインなどありましたら、開催日に合わせて、寄贈
していただけませんでしょうか？このお酒をセルフ
サービスとし、お飲みになる方は 500 円をニコニコ
B としてご寄付ください。ビールの場合は、別途 1
杯につき、500 円の寄贈をお願いします。もちろん、
お飲みになる方は、お車は自粛ください。
　ニコニコのお話となりましたので、このご寄付に
ついてもお願いしたいと存じます。ロータリーでの
社会奉仕、職業奉仕、青少年奉仕、国際奉仕の財源は、
皆様のニコニコからなっています。ロータリーの寄
付にはポリオ撲滅への寄付、財団への寄付、米山へ
の寄付とありますが、根源的な寄付がニコニコへの
寄付とも言えます。恥ずかしながら、やっと私も気
付いたような次第です。皆様、毎月、少なくとも
3,000 円を目安にニコニコをお願いしたいと存じま
す。
　色々とお願いばかりで誠に恐縮です。私は浅学菲
才の身、くだけて申し上げますならば、甚だ頼りな
いところが多々ございます。愚直に対処していこう
と念じておりますが、皆様のお力添えをお願いいた
します。ありがとうございました。
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