
　皆様こんばんは梅雨真最中です。雨だとなんと
なく気分が落ち込みますが、まったく降らないと
いうのもバランスの悪い季節です。本日のお客様
は千里 RC の村上正巳様、大阪東 RC南幸治様がお
見えになっています。最後まで例会お楽しみくだ
さい。
　いよいよ会長としての挨拶は今日が最後です。
素晴らしい経験をさせて頂いた一年間です。長い
ようで短い、忙しい一年間でした。会長エレクト
のときパスト会長から、出来るだけ時間のある時
に会長挨拶の話を考えて文章に残しておいた方が
良いとアドバイスを受け実行して参りました。
　昨年の会長エレクト研修セミナーでロータリー
での「会長の時間」はクラブや会員の活動につい
ての話題や情報を中心に行い、会長は「会長の時間」
がクラブ活動への参画意識と意欲が高まる機会に

母子の健康月間

なるよう努めることを力説されておられました。
その方針で一年間やらしていただきましたので退
屈な時間もあったと思います。この場をお借りし
てお詫び申し上げます。
　この一年間頼りない会長でしたが、長屋幹事を
はじめ 5 大奉仕理事、役員各会員の皆様のご支援
ご協力によりまして、吹田西 RC の運営を大我な
く無事に終えることができると思います。
　明日、6 月 27 日（土）に新旧理事懇親会が開催
されますので最後の行事になります。又、片山ポ
ケットパークの吹田市との確約書が本日届きまし
た。５ RC 各クラブの意見があり最終、吹田市長、
吹田市水道局代表者、５RC 各クラブ会長が押印す
ることになりました。回覧致しますのでよろしく
お願いします。
　そして、皆様のご協力、ご支援により本年度の
最終例会を迎えることができました。心より御礼
申し上げます。後ほど「一年間の総括」という事
ですので会長挨拶はこれで終わります。

ゲスト紹介 親睦活動委員
橋本(芳)会員

　　　　千里 RC　　村上　正巳　様
　　　　大阪東 RC　南　幸　治　様

幹事報告 長屋幹事　

・IM第 2組ロータリーデー報告書をお配りしまし
た。
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出席報告
●会　員　数 50名 ●来　　　客  2名
●出席会員数 44名 ●本日の出席率 95.65％
●6月05日の出席率（メーキャップ含む）100％

出席委員会　　佐藤委員長

次年度社会奉仕委員会 橋本（芳）会員

瀬川副ＳＡＡ

本日のニコニコ箱　　　 52,000 円
累計のニコニコ箱　　1,338,475 円

●紙谷会員　今年一年ありがとうございました。
●阿部会員　会長、幹事　すべての役員皆様一年間あ
りがとうございました。
●橋本（芳）1年間親睦活動させて頂けてありがとう
ございます。井伊会長お疲れ様です。
●佐藤会員　今日が 61回目の誕生日です！！
●河邊会員　井伊会長はじめ役員の皆様 1年間お世話
になりました。
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お誕生日のお祝い　7月　
　　会員
 昭和 30.7. 6　西村 会員
 昭和 19.7.18 　石﨑 会員
 昭和 42.7.18 　水谷 会員
 昭和 22.7.22 　小林 会員
 昭和 20.7.31 　家村 会員
　　　　　　　　　　　　　　  以上 5名 
　　会員夫人  
　　　　　　　　7 . 1   橋本（芳）会員夫人
  　7.12   井伊 会員夫人
  　7.17   阿部 会員夫人
  　7.22   本田 会員夫人
  　7.27   尾家 会員夫人
  　7.28   仁科 会員夫人
　　　　　　　　　　　　　　  以上 6名 

　7月の予定を連絡します。
7月 7日 ( 金 ) 社会を明るくする運動のティッシュ
配りがあります。7：30に大同生命ビル１Fロビー
前に集合です。
　7月 9日 ( 日 ) 吹田江坂、吹田西が協賛していま
すクリーンエサカが開催されます。10 時に豊津公
園に集合です。
　7 月 30 日 ( 日 ) 今年度も支援しました第 4 回ク
ラブストーリーカップが開催されます。

　地区ロータリー財団委員会に出向させていただ
いております。活動報告ということでお時間をい

米山記念奨学会委員会 西村委員長

　本日　近藤会員より特別寄付を頂きました。ご
協力ありがとうございました

●尾家会員　井伊会長 1年間お疲れ様でした。
●本田会員　井伊会長、長屋幹事、理事の皆様、橋本
親睦委員長、一年間ありがとうございました。
●榎原会員　井伊会長 1年間ご苦労様でした。
●西村会員　井伊会長、以下執行部の皆様、1年間ご
苦労様でした。
●小林会員　井伊会長、長屋幹事、理事役員の皆さん、
お疲れ様でした。
●坂本会員　出張の為 2週欠席申し訳ありませんでし
た。井伊会長、1年間お疲れ様でした。ありがとうご
ざいました。
●瀧川会員　井伊会長、長屋幹事、理事の皆様、ご苦
労様でした。
●長屋会員　井伊会長年度最後の例会です。皆様 1年
間ありがとうございました。
●井伊会員　今年度無事に最終例会を迎えることが出
来ました。一年間ありがとうございました。
●髙木会員　本年度最終会ですね。井伊会長 1年間あ
りがとうございました。
●石﨑会員　井伊会長一年間ありがとうございまし
た。
●小川会員　井伊会長、長屋幹事、1年間お世話にな
りました。楽しいクラブライフでした。

地区ロータリー財団補助金小委員会
　　　　　　　　　　　　　　　瀬川　委員

「地区委員の活動報告」
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ただきましたので、簡単にお話させて頂きます。
　毎月一回第３木曜日に行われる委員会では、補

出状況などを確認したり、地区補助金審査会・グ
ローバル奨学生選考会、補助金セミナーの打合せ
をしたりしています。
　今年の 2 月 20 日に、補助金セミナーと委員会
活動について卓話させて頂きましたので、最近の
動きを報告させて頂きます。4 月 20 日に地区補助
金審査会が行われました。
　今年度の補助金申請の申し込み期限は４月末と
いうことで、大量の補助金申請が提出されていま
した。我が吹田西ロータリークラブも、人道的国
際奉仕でクリーンウォータープロジェクト 2017
という内容で 250,000 円の補助金を無事受けるこ
とになったのは承知のことと思います。他にどう
いうプロジェクトが申請されたのかを調べてみま
すと、人道的国際奉仕としては、ベトナムダナン
病院における鼻内内視鏡手術器具の支援、ジャカ
ルタの子供に対してのヘルメット支援事業、ミャ
ンマーの母子保健プロジェクト、タイで鶏と玉子
のプロジェクト、バリ島で児童養護施設支援プロ
ジェクト、スリランカの紅茶畑で働くプラッカー
の家庭に文房具を贈る、ミャンマーで楽器の図書
館を支援する、インドにおける巡回医療活動、台
湾の小学校へ図書寄贈、カンボジア僻地での健康
診断など色々な国へ支援活動が審議されました。
　他は社会奉仕事業で、子供達へのプレゼントコ
ンサート、公共施設の子育て情報コーナーへ玩具、
備品を寄贈、門真市街頭犯罪抑止地区への防犯カ
メラの寄贈、児童養護施設の子供達の雪遊び体験
授業、市民活動サポートセンターに紙折機を寄贈
する、犬たちと触れあえるうつぼセラピーハウス
を設置する、支援学校へタブレット端末（ipad）
の寄贈、児童養護施設の子供達をＵＳＪに招待、
よろず相談室の設置、一人でも多くの目の不自由
な方に盲導犬を！プロジェクト、障害者養護施設
に野球道具とＤＶＤプレイヤーを寄贈、国際交流
協会へグローバル教育のための支援、妙見宮の桜
を絶やすなプロジェクト、支援学校の生徒を甲子
園球場に招待する、こどものための移動動物園、
などと様々な団体との事業が予定されています。
　財団１００周年を祝おう実施状況アンケートと
いうのがありまして、78 クラブの集計ですが、地
区寄付目標を達成した（会員一人当たり年次基金
寄付160ドル、ポリオ基金寄付60ドル）47クラブ、
ベネファクター（初めて恒久基金寄付 1000 ドル
を達成した会員）を輩出した44クラブだそうです。
各クラブによって意識の差がどうしてもあるのが
実情のようです。

クラブ奉仕担当　矢倉　理事

　初めての理事であり、クラブ奉仕各委員会の委
員長の方々を信頼してほとんどお任せしてしまい
ましたが、井伊会長の「奉仕を大切に・ロータリー
活動を楽しもう」という基本テーマに沿ってクラ
ブ奉仕活動ができたのではないかと思います。
　クラブ奉仕には 8つの委員会があります。
１．出席委員会　佐藤委員長のもと、出席率
100％を継続できました。
２．クラブ会報委員会　木田委員長のもと、毎週
会報が発行され、マイロータリー（国際ロータリー）
登録を促す卓話も行っていただきました。
３．親睦活動委員会　橋本芳信委員長のもと、秋
のサッカー観戦、ダンスでクリスマス、春の筍料
理と 3 回の家族例会を設営していただき、SAA と
連携を取りながら、会員の親睦を図っていただき
ました。
４．会員増強委員会　宮川委員長のもと、5 月に
友人紹介例会を開催し（4 名参加）滝川パスト会
長に RCについて卓話をしていただきました。
５．プログラム委員会　榎原委員長のもと、「運動」
や「音楽」をテーマにした外部講師や、地区テー
マの月はクラブフォーラムまたは地区委員による
卓話を手配いただきました。
６．記録（ＩＴ含む）委員会　由上委員長にもと、
例会では会員の写真を撮影いただき、HP にも掲載
していただきました。
７．音楽委員会　橋本徹也委員長のもと、例会では、
ロータリーソングを含めていろんな歌を歌うこと
ができました。
８．研修情報・規定委員会　田中委員長のもと、
クラブ定款・細則の変更が行われました。
3 年に 1 度の RI 規定審議会の決定事項に沿ってク
ラブ定款、細則の見直しをするため、平成 28 年 8
月 26 日に炉辺談話を行い、9 月 5 日にはクラブ

　財団委員一年目でわからないまま過ぎていきま
したが、少しずつ理解を深めてまいりたいと思い
ます。

「一年間の総括」
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 井伊　会長

　改めまして今晩は。本日の卓話は一年間の総括
であります。まず、本年度の基本テーマは「奉仕
を大切に、ロータリー活動を楽しもう」と言う事
をかかげ、この基本テーマの下、クラブの活動方
針を 6つあげさせていただきました。

1. 積極的な 5 大奉仕活動への参加を行い「奉仕を
大切にし、ロータリー活動を楽しもう」
2. ロータリー財団 100 周年を迎えて補助金を利用
した奉仕活動を行う。
3. 姉妹クラブであるスリランカ・コロンボセント
ラル RCとの人的交流。
4. クラブ戦略計画の推進。

ン）さん。
6. 5 大奉仕の事業を文章で引き継ぐことの継続。
ということで出発しました。

◎2016 ～ 2017 年度最初の行事は、7月 1 日江坂
企業会主催のクリーンデー並びに第 66 回「社会
を明るくする運動」の啓発用ティッシュ配布活動
を江坂駅前で行ったのがスタートでございました。
　7 月には色んな出来事がございました。うれし
いことは、7 月 27 日に尾家パスト会長の「旭日小
授賞」の祝賀会が帝国ホテルで盛大に開催され、
吹田西ロータリークラブでの皆様全員招待してい
ただきました。クラブとしては大変名誉な事でし
た。その2日後の7月29日（金）残念な報告が入っ
て参りました。今年度会長エクレトであった渋谷
清明氏が逝去され、8 月 1 日の例会で 1 分間の黙
祷をささげました。　
　7 月 31 日（日）には、第 3 回の関西東北友好
クラブストリーカップ少年サッカー大会が OFA 万
博フットボールセンターにて猛暑快晴もと開催さ
れました。清水社会奉仕委員長には大変お世話に

フォーラムも開催し、会員の皆さま方からの忌憚
のないご意見をいただきました。その後クラブ戦
略委員会においても審議したうえで理事会におい
てそれに沿う形で変更提案がなされ、総会で承認
されました。
　１年間ご協力有難うございました。

なりました。特に坂口パスト会長には、大会ドク
ターとして、熱中症の選手の手当など終日に渡り
ご活躍いただきました。
　一般社団法人クラブストリーカップより、被災
地の子供達が目をキラキラ輝かせ東北の地に帰っ
て行き、保護者の方より大阪の土産話を楽しそう
に語っていたと連絡いただきました。

◎8 月は新クラブ結成推進月間でございました。
この増強月間の最初の日に清水良寛さんの新会員
入会式を行うことができました。水島ガバナー補
佐の訪問が 8 月 8 日にありました。メイプルルー
ムでの懇談会、そして例会での挨拶では、「ガバナー
補佐選出方法の変更について」の説明「IM再編成」
の経過についての説明、9 月 24 日 開催の
2015― 2016 年度決算審議会の場で、決議される
予定の説明がなされていました。そして、8 月 22
日例会終了後、7 月 29 日（金）に渋谷元会長エレ
クトがご逝去されまししたので、後任の会長エレ
クトに萩田倫也さん。後任の副会長に大藤辰弘会
員が 9 月 1 日付けで就任する事を選考委員会で決
めさせていただきました。

◎9 月に入りますと、2016 年 4 月 10 日～ 15 日
にシカゴで開催された、規定審議会での多くの変
更点についての問題をクラブフォーラム第 1 回戦
略委員会で、検討を重ねて参りました。最終的には、
松本進也ガバナーの「2016 年規定審議会に基づ
くクラブ運営の柔軟性の件」についての報告で、
地区の統一見解やモデルは策定せず、各クラブで
最善と判断される細則を検討し、採用をお願い
申し上げるということになりました。その結果、
第 2回戦略計画委員会を開催し、定款・細則の変
更の流れになっています。
　9 月 20 日～ 24 日には、今年度のクラブの活動
方針の 3 番目にあげていた姉妹クラブであるスリ
ランカ・コロンボセントラル RC との人的交流に
行って参りました。1987 年 6 月 27 日、明日で姉
妹クラブ締結 30 年でございます。記念事業とし
てスリランカへ行って参りました。
　9月 20日（火）台風の影響で危ぶまれましたが、
無事に関西空港を出発し、自宅から 22 時間後に
コロンボガーディアルホテルに到着しました。大
変な強行軍でございました。翌日、9 月 21 日、先
輩ロータリアンがWCS 事業で行った、スリランカ
住宅建設プロジェクト、住宅地内の児童遊園建設
事業跡を見学させていただきました。18：30から、
当地区のガバナー御夫妻、我々吹田西 RC のスリ
ランカ訪問団を迎えてのコロンボセントラル RC 
37 周年のチャーターセレモニーに参加し、人的交
流を行って参りました。新旧のメンバーの交流が

「一年間の総括」
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盛大に楽しく行われました。そして最終日、ガビ
ンダ会長宅で行われた協議会で、新しい事業の計
画会議が行われました。
　スリランカ政府の要請で南スリランカの貧しい
村に「安全な飲料水を提供する支援」として、浄
化設備設置の新しいプロジェクトを行いたい旨を
コロンボセントラル RCから要請がありました。
コロンボセントラル RC、吹田西 RC、イギリスの
アストレイ RC で 3 分の 1 の資金提供、1 クラブ
約 2,700USD（28 万円）の負担で、スリランカ海
軍での「浄化設備設置」となる計画を行いました。

　当クラブでは、2017 年 6 月に姉妹提携 30 周年
を迎える単年度事業として、理事会での検討を行
い結論を出し、コロンボセントラル RC に伝えま
した。2017 年 1 月 10 日に、本年度国際奉仕プロ
ジェクト「クリーンウォータープロジェクト」に
対して、ナコンパノム RC カビンダ会長よりの感
謝状がメール添付にて送られて参りました。

　9 月 24 日（土）の決算審議会には、新井パスト
会長、宮川パスト会長に出席いただき、
1 IM8 組から 6組に再編成する件。
2 2018－2019 年度以降のガバナー補佐選出に係
る件について等が決議された。

◎10 月 3 日には水島ガバナー補佐の公式訪問、そ
してクラブ協議会が開催されました。クラブ協議
会では、クラブ奉仕、職業奉仕からの質問事項が
あり、水島ガバナー補佐より丁寧なお答えがござ
いました。10 月 17 日例会終了後、新年度のレク
チャアーを実施致しました。
　田中研修情報、規定委員会委員長、新井パスト
会長、石崎パスト会長、長屋幹事、私で務めさせ
ていただきました。2015 年、2016 年、2017 年
入会の方が対象でございました。
　10 月 24 日（月）は、松本ガバナーの公式訪問
をいただき、格別のご指導を賜りました。例会前
の懇談会におきましては、会長、幹事、理事、役
員に心配りをいただき、有意義なお話しを聞かせ
ていただきました。また、例会時の卓話では、
2016 ～ 2017 年度 RI 会長テーマ及び、第 2660
地区ガバナー方針を映像を含めた内容を当クラブ
の皆様をご紹介下さいました。
　その中で、松本ガバナーの地区との具体的目標
の一番に掲げられている「The I deal of service」
の基本理念の周知と実践については、信念を力説
されておられました。
10月 29日（土）に移動家族例会が新設なりました。
地元吹田の「市立吹田スタジアム」で行い
ました。大阪万博エキスポランドの跡地に、140

億円で建設され、収容人員 4 万人、個人等の寄付
で建てられた国内初のスタジアムでした。バック
スタンド側、スタジアムの VIP フロアーの最高の
場所で試合観戦を堪能できました。

◎11 月 19 日には、今年度の地区補助金を使用し
た社会奉仕事業、自転車寄贈を常照園で行いまし
た。自転車寄贈に際し、取扱い修理・メンテナン
ス等についても指導勉強会を開催し、一人でも多
くの子供達に笑顔で自転車に乗ってほしい。と言
う願いが叶えられたと思います。清水社会奉仕委
員長には、大変お世話していただきました。12 月
には、例年通りの地区大会、年次総会、クリスマ
ス家族会が行われ 30 年間事務局員として勤務さ
れていた、山口さんが家庭の事情で退職され、新
しい事務局員として、久田さんが 12 月から引継
ぎ勤務されました。

◎12 月 19 日には、松本進也ガバナーより「2016
年規定審議会に基づくクラブ運営の柔軟性の件」
で再度通達がありました。2660 地区の決定とし
ては、地区の統一見解やモデルは策定せず、各ク
ラブで最善と判断される細則を検討し、採用をお
願い申し上げることといたしました。この決定
は、ジョン・ジャーム RI 会長及び斉藤 RI 理事の
意思を踏まえたものということでございました。

結びの言葉として。
　最後に、この度の 2016 年規定審議会の種々採
択は決してロータリーの基本理念を変更するもの
ではなく、我々のロータリーの目的や中核的価値
観、職業分類は現在も未来も不安であります。
　2015 年 10 月の RI 理事会で「ロータリーは時
代に追いつき、適応し、将来への備えが出来てい
なければならない」と決議されました。今回の規
定審議会の柔軟性の決定はクラブ運営に様々な選
択肢を与え、クラブの活性化を図る手段として積
極的に活用して頂くという意図であると解釈しま
すので、ご理解の程、お願い申し上げます。
が、付け加えられています。
◎松本ガバナーの通達から、新年明けて新しい手
続要覧（2016 年度版）ロータリーの手引きに基
づいて、吹田西ロータリークラブの定款及び細則
の改訂に着手し、理事会、戦略委員会、クラブ
例会での賛成を得て、6 月 19 日（月）クラブ定款
細則の改定が承認されました。
◎2月7日（火）には、国際奉仕プロジェクトとして、
タイのナコンパノム RC との共同事業で、公立学
校に浄水装置とチラーを設置するための資金提供
を行い、贈呈式で私からのメッセージをアイちゃ
んの代読していただきました。又、グローバル補
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助金の申請については、木田会員から4月 3日（月）
の卓話で説明があった様に「クリーンウォータプ
ロジェクトと歯の衛生」を地区補助金申請に変更
し、今後も地道に継続して行う方が意味が大きい
と言う結論になりました。
◎2月 25日（土）には、高槻西 RCとホストとし、
第 2 組の IM が関西大学高槻ミューズキャンパス
4 階のミューズホールで開催されました。関西大
学総合情報学部　田中成典教授の「ドローンを用
いた社会空間情報科学」さんぜんミチ院門跡　第
62世　堀澤祖門 門主の「一隅を照らす」の講演
会が行われました。
◎3 月 2 日（木）は、木瀬部屋の力士 8 名と、吹
田西ロータリークラブが吹田市立南小学校を訪れ、
1 年生から 6 年生まで、全員参加で相撲をとるな
ど「大阪相撲吹田南場所」が開催されました。

4 月には、平成 17 年に「「RI 100 周年記念事業」
として吹田 5ロータリークラブ合同で片山ポケッ
トパークにシンボルツリーとして桜の木を植樹致
しました。樹木（エドヒガン）の取扱いについ
て、吹田市長から文章でお詫びの連絡が入りまし
た。会長幹事会で吹田西 RCが 5つのクラブの窓
口として一任され、全体の協議を行うこととなり、

予定です。
◎4 月 17 日は、我々の仲間となられた新人会員の
仁科直樹さんの入会式を行うことができました。
4月 24日は、今年度最後の移動家族例会として「録
水亭 長岡天満宮」の庭園散策、春の味覚タケノコ

料理を堪能致しました。又、4 月 26 日～ 4 月 28
日は、1 年前の 4 月 14 日～ 16 日に起きた熊本地
震の被災地を訪問し、今後の吹田西 RC の支援の
方向性を見極める為に、家村パスト会長以下の 9
人の訪問団を結成し現地へ参りました。様々な議
論を熊本中央 RC の平田会長、藤本会長エレクト
と行い支援事業を模索することとなりました。

　そして、本年度の目標と結果を発表致します。
1. ニコニコ総額
150 万円　→　1,338,475 円（6月 26日現在）
2. ロータリー財団 1名あたり
$160 →47 名　7,250 ドル
3. ポリオ撲滅 1名あたり　$60　→　達成
4. 米山記念奨学会 1名あたり　
30,000 円 →44 名　1,290,000 円
5.　会員増強　純増 2名→　純増　1名

　目標に届かなかったことばかりです。
本年度は上手く機能していたのか。それともまず
かったのか。よくわかりません。ただ一生懸命努
めて参りました。予想以上に色々な事があり、そ
れに対応してきました。お蔭を持ちまして、吹田
西 RC 第 37 代の会長の役目を終える事ができまし
た。
　当初は長いと思っていた会長職も過ぎ去ってし
まえば、短い一年でありました。幹事・副会長・
会長エレクトそして会長と 4 年間の間、勉強させ
ていただきました。入会当初から、ロータリーの
深い所まで理解できない環境で、例会と各種行事
に参加させていただいた状況でした。幹事の指名
を受けてからは、一段とロータリーに関心を持っ
て努めて参りました。
　長屋幹事と共に、この一年間無我夢中で例会・
行事を遂行してきました。理事・役員・委員長・
会員の皆様方に支えられ無事に終えることが出来、
本当に有難うございました。
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