
　新しいロータリーの年度となり
ました。最初の挨拶に先立ちまし
て、渋谷会員の御霊に黙祷をささ
げたいと存じます。皆様、ご起立
をお願いします。黙祷、お直り下
さい。
　1 年前、私はこの場に立つとは
まったく想像しておりませんでし
た。その前年度、渋谷副会長は司
会という重責を担い、ホームクラ
ブ皆出席でした。年度が変り、会
長エレクトになられてから、欠席
が続き、亡くなられてしまいまし
た。淋しい限りです。ご存知のよ
うに、渋谷会員の急逝により、私
は今年度の会長になりました。渋
谷会員のご意思を継ぐなど大仰な

母子の健康月間

出席報告

●会　員　数 50名
●出席会員数 45名 
●来　　　客  0名
 ●本日の出席率 95.74％
●6月12日の出席率
（メーキャップ含む）100％

出席委員会　　木田委員長

クラブ奉仕委員会
木下委員長

幹事報告
西村幹事　

　本年一年間、幹事の大役を仰せ
つかりました。皆様よろしくお願
い申し上げます。

１、本日会費の請求書をＢＯＸに
お入れしておきましたので、よろ
しくお願い致します。
2、お誕生日のお祝い品は昨年に
引き続き熊本名産でいくつかの品
目からご自身でお選びいただいて
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荻田会長

卓　　話
　　　中堀会員 90歳記念例会　
　　　　「ヨーソロー」　中堀会員

ガバナー補佐訪問　
　新年度理事挨拶　
　職 業 奉 仕　瀬川理事
　社 会 奉 仕　橋本 ( 芳 ) 理事
　国 際 奉 仕　佐藤理事
　青少年奉仕　近藤理事
　クラブ奉仕理事　木下理事

ふるさと

ことは申せませんが、お気持ちに
添えるよう、勤めていきます。
　後ほど、改めて挨拶のお時間を
頂戴しております。また、例会の
度に、「心に残る言葉、箴言、格言」
を会報誌に掲載させていただきま
す。最初は、「さしあたるその事の
みをただ思え　過去は及ばず未来
は知られず」という中村天風の言
葉です。人が幸せになるための、
真実だと思っております。
　さて、結びにあたり、皆様に協
力していただきたいことがありま
す。
　お立ちいただけますか。
私が「ロータリーは楽しい」と声
を上げます。手も大きく突き出し
ます。ご唱和ください。肩が上が
らない方、上がる範囲で結構です。
「ロータリーは楽しい」「ロータリー
は楽しい！」
　ありがとうございました。

おります。
3、次週 7月 10日は理事会ですの
で理事の方はよろしく。
4、次週はニコニコＢによるアル
コール有例会ですのでノーマイ
カーデーとしますのでご協力よろ
しくお願いします。また、ビール
以外のお酒の持ち寄りをお願いい
たします。

　新年度が始まりました。そこで
クラブ奉仕担当委員会を、7/24 例
会終了時に行います。クラブ奉仕
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ロータリー財団委員会
阿部委員長

坂口SＡＡ

本日のニコニコ箱　　　105,000 円
累計のニコニコ箱　　　105,000 円

●荻田会長　1年間よろしくお願い
いたします。事務所を移転いたしま
した。
●坂本会員　1年間親睦活動員会よ
ろしくお願いします。
●髙木会員　荻田会長よろしくお願
いします。
●小林会員　新年度の会長、幹事、
役員ガンバレ
●村井会員　荻田会長、新理事のみ
なさん一年間ご苦労さんです。
●石崎会員　荻田丸の船出を祝し
て！
●清水大吾会員　今年度　音楽委員
長を仰せつかりました。皆様よろし
くお願い致します。
●木下会員　本日より新年度が始ま
りました。クラブ奉仕担当理事を拝

　瀧川会員、本田会員、榎原会員、
新井会員、鈴木会員、尾家会員、
坂本会員、石崎会員、家村会員より、
特別寄付を頂きました。ご協力あ
りがとうございました。

クラブ奉仕委員会
髙木委員長

ゴルフ同好会 橋本会員

　今年度は会報誌の予算を大幅に
減らしましたので、皆様のご協力
をお願いいたします。
1 原稿は全てワード・エクセルで
提出して下さい。
2 原稿は早めに、最終受付は火曜

休みのため、時間厳守）
3 会報のページ数は 4 ページに納
める。原稿はできるだけ簡略に
（400字以内）。卓話は800字以内。
それ以上になる場合は、詳細をホー
ムページに載せ省略するか、少し
削除させて頂くことをご了承くだ
さい。よろしくお願いいたします。

米山記念奨学会委員会
杦本委員長

　瀧川会員、尾家会員、新井会員、
榎原会員、本田会員、鈴木会員、
石崎会員、杦本会員、家村会員よ
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。

天候が気になりますが、7 月 5 日
開催予定です。
中止の場合は連絡いたします。　

国際奉仕プロジェクト委員会
小林副委員長

　ＣＣＲＣ前年度会長Ｋａｖｉｎ
ｄａ氏より下記内容のメールが入
りました。

担当委員会の委員長さんは必ずご
出席ください。委員長が出席でき
ない場合は副委員長のご出席をお
願い致します。また、大変申し訳
ございませんが、会長及び幹事、
並び新井パスとガバナー補佐、
SAAの坂口パスト会長のご参加の
ほどよろしくお願い致します。

命いたしました。荻田会長を支え一
生懸命に頑張るつもりです。よろし
くお願い致します。
●宮川会員　荻田倫也新会長ご就任
おめでとうございます。お楽しみく
ださい。
●阿部会員　荻田会長、西村幹事、
役員、理事の皆さん、1年間よろし
くお願い致します。
●井伊会員　荻田会長、西村幹事、
理事、役員の新年度を祝して
●紙谷会員　今年度もよろしくお願
いします。
●橋本徹也会員　一年間よろしくお
願い致します。
●橋本幸治会員　倒れて早や 6ヵ月
がすみました。今年度は何事もなく
過ごせますように
●尾家会員　荻田丸の船出を祝して
●榎原会員　荻田会長、役員、理事
の皆様、一年間よろしくお願いしま
す。
●清水良寛会員　今期、記録委員長
を務めさせていただきます。どうぞ
よろしくお願いします。
●鈴木会員　荻田会長を始め理事、
役員の皆様、この一年ご苦労様です
が、よろしくお願いします。田中パ
スト会長、大変お世話になり、あり
がとうございました。
●小川会員　荻田会長、西村幹事一
年間お世話になります。
●木田会員　初の出席委員長がんば
ります。
●阪本会員　荻田会長、西村幹事、
役員の皆様、1年間頑張ってくださ
い。
●青木会員　荻田会長、西村幹事の
門出を祝して
●家村会員　荻田会長ほか役員の皆
様一年間ご苦労様です。頑張ってく
ださい。
●大藤会員　荻田丸の船出　お祝い
申し上げます。
●田中会員　荻田会長一年間ガン
バッテ下さい
●瀧川会員　理事会の皆様一年間お
世話になります。
●新井会員　荻田丸の晴れの出航を
祝して
●坂口会員　荻田会長よろしくお願
いします。ニコニコよろしくお願い
します。

１．共同事業のクリーンウォーター
プロジェクトは、６月２９日に計
画通り Sooriyewewa 地区へ設置さ
れました。
２．翌３０日には新年度の地区ガ
バナーが現地を訪問しました。
３．公式セレモニーは７月９日（日）
現地にて開催され、ＣＣＲＣのメン
バーと報道関係者の参加が予定さ
れています。
４．貴クラブのメンバーの参加が
あれば何よりですが、セレモニー
当日の写真や報道記録を後日送る
手配をしています。
５．洪水の被害援助金は新年度の
ガバナーと相談し、被害地区の学
校の図書館修復や図書の購入に充
てることに決まりましたが、この
プロジェクトについてもいずれ最
終報告を致します。
貴クラブの総てのメンバーに呉々
も宜しくお伝え下さい。　
２０１６－１７　ＣＣＲＣ会長
Kavinda Kariyapperuma 



平成 12年 7月 07日　
　　木下会員ご夫妻
平成 11年 7月 17日　
　　水谷会員ご夫妻
平成 15年 7月 12日　

　　　　清水良寛会員ご夫妻
昭和 57年 7月 23日　
　　山下会員ご夫妻
平成 19年 7月 28日　
　　仁科会員ご夫妻

新年度の挨拶
荻田　会長

橋本　徹也　副会長

坂口　SAA

　改めて、今年度の会長方針を発
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。
　発表に先立ち、先日、次年度人
事の際、紹介を割愛させていただ
いた地区出向者の皆様を紹介させ
ていただきます。お呼びしますの

　荻田会長の方針「和やかさと厳
粛さを併せ持つ例会」となるよう
親睦委員をはじめクラブ奉仕の各
委員と協力して、秩序のある楽し
い例会運営を目指します。
　特に会長挨拶や卓話の時間にお
ける私語は禁止させて頂きます。
ニコニコ総額１５０万円達成にむ
けて会員の皆様のご協力をお願い
します。具体的には約３ヶ月に１
回、ニコニコ寄付金累計額を個人
的にお知らせいたします。副 SAA
の尾家会員、榎原会員、杦本会員
と共に荻田会長体制を支えてまい
ります。

　2017-2018 年度副会長を拝命い
たしました橋本でございます。
　今年度荻田会長の「明るく、軽く、
真剣に」をテーマに、幹事、ＳＡＡ、
と連携しながら、例会の司会進行
を担当いたします。会長挨拶はも
ちろんの事、報告、卓話終了時の「拍
手」を盛大にしていきたいので皆
様のご協力をお願いいたします。
　一番大切な例会を楽しくなるよ
う、大きな声で、スムーズな進行
となるよう頑張っていきますので
１年間よろしくお願いいたします。

誕生日のお祝い

結婚記念日

で、ご起立をお願いします。
　社会奉仕委員会　榎原一滋会員、
ロータリー財団補助金委員会　瀬
川昇会員、国際奉仕委員会　木下
基司会員、学友委員会　木田昌宏
会員、ご多忙な中、ご苦労をおか
けしますが、よろしくお願いしま
す。さて、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。「明るく、
軽く、真剣に」というモットーは、
肩に力が入り過ぎないように、同
じするのであれば楽しくさせてい
ただこうという自制の気持ちも含
んでおります。
　もちろん、ロータリー活動とい
う、社会にとって良いことをしよ
うという素晴らしい使命を果たす
についても、皆様と楽しくさせて
いただけたら何よりだとも考えま
した。こうした意味でも、井伊会
長の、「奉仕を大切にし　ロータ
リー活動を楽しもう」、前年度、青
木パスト会長の「奉仕を通じて親
睦を」の方針を引き継いでいこう

と考えております。　
　また、次年度　大藤会長年度、
次々年度　橋本徹也会長年度の下
地作りとして、次年度以降がやり
よいようにできればと願っており
ます。具体的には、色々な要望を
掲げておりますが、原理原則を守
りながら、臨機応変、状況に応じ
て変えていきたいと存じます。拘
泥することなく柔軟でありたいと
思っております。
　1 年間、至らぬことも多々あろ
うかと存じますが、西村幹事を始
め、理事の方々及び会員の皆様方
のお力をお借りし、この吹田西ロー
タリークラブを運営していきたい

どよろしくお願いし、私の挨拶と
させていただきます。



今年度主要行事予定　　　　　西村　幹事

今年度主要行事日程
１、ガバナー補佐訪問　
　　第 2組ガバナー補佐　近藤眞道
　　（高槻西 RC）2017 年 7月 24日（月）
　　・10月 2日（月）
２、地区ロータリー財団セミナー　
　　2017 年 9月 2日（土）大阪ＹＭＣＡ会館
３、秋のライラ　　ホスト　豊中ＲＣ　
　　2017 年 10 月 7日（土）～ 9日（月・祝）
４、ガバナー公式訪問　第 2660 地区ガバナー　
　　片山　勉　氏　2017 年 10 月 16 日（月）
５、地区大会　2017 年 11 月 10 日（金）~11 日（土）
　　ＮＨＫホール
６、秋の移動例会　2017 年 11 月 13 日　場所未定
７、年次総会　2017 年 12 月 11 日（月）
　　江坂東急 REI ホテル
８、クリスマス家族例会　
　　2017 年 12 月 18 日（月）江坂東急 REI ホテル
９、第 2組 IM　ホスト　高槻ＲＣ　
　　2018 年 2月 17日（月）
10、春の移動例会　2018 年 4 月　場所未定　　　
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11、友人紹介例会　2018 年 4月 23日（月）
12、春のライラ　ホスト　八尾 RC　
　　2018 年 5月ごろ　　　　　
13、国際大会　
　　2018 年 6月 23日（土）～ 27日（水）　
　　カナダ・トロント

炉辺談話（情報集会）
2017 年 9月 1日（金）クラブ奉仕 11月 17日（金）

国際奉仕
2018 年 1月 19日（金）青少年奉仕・職業奉仕

例会休会日
2017 年 8月 14日、10月 23日、11月 6日、
12月 25日、2018 年 3月 19日、5月 7日、
6月 11日
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