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1. 真実かどうか
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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1827回例会 令和 3 年11月 8 日
今週の歌 「街の灯り」
卓
話 「『ロータリー財団月間』
ロータリー財団について」
ロータリー財団委員会 仁科 直樹 委員長

第1828回例会 令和 3 年11月15日
今週の歌 「少年時代」
卓
話 「東京パラリンピックと
2024パリに向けて」
アジアパラリンピック柔道63㎏級銅メダリスト
東京パラリンピック出場 工藤 博子 様

前回の記録
会長挨拶

杦本会長

も値段が変わらない。お店に入って何も買わなくても
愛想が良く「ありがとうございました」とお礼を言わ
れる。また、道路を歩いていて人がたくさんいるのに
クラクションの音も聞こえず町がとても静か。ゴミ箱
がないのに街にゴミが落ちていない。あるフランス人
旅行者が、パリではゴミ箱が街の至る所に設置してあ
るが、ゴミが溢れかえって周辺路上に捨てられてい
る。ゴミ処理は政府が責任を持って行うものと考えて
いる。なぜ、日本人はゴミをポイ捨てせず家に持ち

今朝は、皆さんと地域の掃除を行いました。お疲れ
様でした。
また、早朝例会を私は初めて経験させて頂き、すが
すがしい気持ちになっています。

帰っているのか、不思議がられています。これは素晴
らしい日本の教育制度にあると海外の方々が賞賛して
います。保育園や幼稚園でのお迎え時の朝の挨拶から
始まり、お遊び時間、お昼寝時間、お片付け時間、帰

あるサイトで、海外旅行者にコロナ禍が明けたら一

りのご挨拶など常に集団行動では、みんな協力し合う

番行きたい国はどこかとアンケートした結果、日本が

ことを学んでいます。小学校では、昼食の運搬、準

一番でした。その理由は、皆さんなんだか分かります

備、配膳、そして全員揃っての「頂きますの唱和」食

か？

器の後片付け、放課後の掃除を子供たち全員でしてい

その理由として、日本人は親切で優しい。どこに

ます。学校へは集団登下校をしており、年長者が年少

行っても整然として綺麗で清潔。どこのお店に入って

者の面倒見ながら登校、下校をしています。海外では

子供達だけで登下校などは危険でありえないようで
す。日本人は子供から大人まで人に迷惑をかけないよ
う、そして協力しあいましょうと暮らしの中にその考
え方が浸透しています。大人になっても自宅や会社や

⃝ポールハリスフェロー（PHF）＋ 5 ＜6,000$～＞
襟ピン（サファイア 5 粒）

新井

清パスト会長

⃝ポールハリスフェロー（PHF）＋ 2 ＜3,000$～＞
襟ピン（サファイア 2 粒）

榎原

一滋会員

街の周辺を皆が協力しあって掃除を行う行動は、海外
の人たちから日本人は民度がとても高い人たちとびっ
くりして見られています。私は、素晴らしいことだと
誇りに思います。私たち吹田西ロータリークラブは、
江坂企業協議会とともに、江坂地域のクリーンデーと
して30年もの長きに渡り、先輩たちから引き継ぎなが
ら続けて来ました。これは素晴らしい活動成果です。
継続は力なりと言われますがこれからも更に続けてま
3 ．10月25日開催の理事会承認事項の件について

いりましょう。

①11月15日青少年委員会特別例会の件→承認

幹事報告

木下幹事

②2021－22年度 秋の家族例会報告の件→承認
③2021－22年度 クリスマス家族例会の件
→修正後、次月理事会へ再提出となった。
★決定事項

❶参加者は今回も配偶者のみ

❷チャペルで例会・ボールルームで家族会
❸ 米山奨学生だったワッツァラさんと40周年
功労者 山下幸之氏を招待する
❹コロナ禍の例会費返還の件＜10,000円/ 1 人＞
を実行
1 ．11月生まれの会員並びに会員夫人のお祝いの品を
郵送にてお渡し致しました。皆様、会員並びにご夫
人のお誕生日、おめでとう御座います。
2 ．ロータリー財団より年次基金に対する寄付への襟
ピンと恒久基金に対する寄付への認証状と襟ピン
（ウィング）が届いておりますので感謝と共にその
贈呈式を行います。

決定する。ことが決まった。
④特 別名誉会員の件（修正案の件）→前回の「特別
名誉会員」は取り消しで、「特別会員」の再審議
となった。→承認。12月の総会で可決する。
⑤ロータリーカード＆スマートフォンのクラブ所有
の件【資料－ 8 】木下幹事→承認

⃝ベネファクター認証状・襟ピンウィング（記章）


❺
 15－20分のアトラクションを会長と相談の上、

杦本日出夫会長

⑥2022－23年度（次年度）地区委員会出向者推薦の
件【資料－ 9 】木下幹事→承認

4 ．一般財団法人大阪府交通安全協会より当クラブに
表彰状と記念の楯が届きました。ご報告申し上げま
す。

社会奉仕委員会

橋本（幸）
委員長

11月 1 日 7 時30分よりクリーンデー活動を行いまし
たところ総勢29人にご参加いただきありがとうござい
ました。
また、皆様のボックスに第 1 回クリーンデーの写真
をプリントした30周年記念タオルを入れております。

ニコニコ箱
5 ．ロータリーの友11月号と11月15日の青少年特別講
演のご案内をBOXに入れておきました。

●杦本会長

クリーン作戦に参加でき、スッキリしま

した。
●木下幹事

出席報告
●会

員

●来

出席委員会

数

43名

出席会員数

客

0名

本日の出席率

本田委員長

30名
85.71％

●※コロナ禍によるメーキャップ規定により10月25日
の出席率は100％

青少年奉仕委員会

初の早朝例会ご協力ありがとうございま

す。クリーンデー30周年おめでとうございます。
●荻田パスト会長
●阿部副会長
●紙谷会員

クリーンデー記念例会を祝して。

クリーンデー30周年祝して。
結婚記念日の祝花ありがとうございまし

た。

瀬川委員長

本日ご案内を配付しています、11月15日（月）18時～
「東京パラリンピックと2024パリへ向けて」工藤博子
さんの特別講演です。
40周年記念講演と同じく地域の子どもをお呼びする
予定にしておりますが、 2 年が経過し、なかなか参加
者が集まりませんので、お知り合いのお子さんがおら
れましたら是非ともお声かけ下さい。

国際奉仕委員会

清水（大）
副SAA

木田副委員長

●橋本（幸）会員

クリーンデーへの多くの参加ありが

とうございました。
●坂本会員

クリーンデー30周年を祝して。

●西村会員

クリーンデー30周年おめでとうございま

す。
●堀会員

クリーンデー30周年継続は力なりですね！

●清水（良）会員

クリーンデー30周年の記念に。

●清水（大）会員

祝クリーンデー30周年！！ 2 回連続

WEB参加ですいませんでした。

国際奉仕委員会の炉辺談話、11月 5 日18時～新大阪
江坂東急REIホテル、出席の方々よろしくお願いいた

本日のニコニコ箱

33,000円

します。

累計のニコニコ箱

437,000円

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

ご結婚のお祝い

11月

田中会員夫妻

坂口会員夫妻

瓜生会員夫妻

佐々木会員夫妻

井伊会員夫妻

島倉会員夫妻

青木会員夫妻

石﨑会員夫妻

由上会員夫妻

卓

瀧川

話

まさお

当クラブとして、これを放置せず、会員の手で収集
清掃することとし、月に 1 度、クリーンデーを定め街
並のゴミ収集や環境整備を行ってきました。現在もこ
の奉仕は継続されています。

十月度俳句同好会︵第四〇九回︶
兼題﹁後の月・柿﹂

撓なる柿を映して水鏡

ときよし

汚れが目立ってまいりました。

じゅくし

目ざましい発展を続ける江坂地区は、同時にゴミや

背景は蔵の漆喰柿たわわ

化運動を取上げました。

美加代

当該年度の環境問題に対する取組みとして地域の美

後の月上れば夜行バスの刻

紀征 パスト会長

山牛

瀧川

金婚式微熱の妻へ熟柿買ふ

取組み経過について

次回 十一月度句会
兼題﹁初冬・小春・帰り花﹂

吹田西ロータリークラブのクリーンデーの

紀征パスト会長

