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◆今週の例会プログラム◆
2018 年 7 月 5 日（木）第 2384 回例会
新年度方針
2018-19 年度 会長 片山秀樹会員／幹事

林たかみ会員

♪ロータリーソング♪
奉仕の理想
◆会長の時間

fax：072-724-1786
例会日：毎週木曜日 18：30～

◆次週の例会プログラム◆
2018 年 7 月 12 日（木）第 2385 回例会
新年度方針：クラブ運営 梶山博照会員
社会奉仕委員長 尾崎夏樹会員

◆出席報告 2018 年 6 月 28 日（第 2383 回例会）◆
会員数：29 名 出席者：19 名 出席率 79.17％
前々前回
2018 年 6 月 7 日
80.77％
会長

木村 貞基

いよいよ本日が今年度の最終例会となりました。

まちづくりの為にも、これからはより一層皆さまの深
いご理解をよろしくお願い致します。

長かったような、短かったような、しかし大変充実し
た一年間となりましたことを会員各位に改めて感謝、
お礼申し上げます。
建築士を生業にする身として毎月最終例会には「建
築」のお話をさせて頂いたのは、少しでも皆様に建築
の素晴らしい世界を知って頂こうと意識したもので
ありました。今回を含めて全12回、約一時間の中にど
れほど中身の詰まったものがあったのか、反省するば
かりです。先週月曜日に発生した大阪府北部地震は都
市直下型として初の大阪北部を襲ったもので、都市イ
ンフラの脆弱ぶりを完全露呈した形となりましたが、
最終回を迎える本日は被害というより人災に近いブ
ロック塀倒壊について皆さんと再度情報共有をした
いと思います。
塀ブロック塀には法律で定められた基準があり、そ
の安全性の確保は所有者の責任となります。点検項目
（別紙参照）は高さ、壁の厚さ、鉄筋、控え壁、基礎、
傾き・ひび割れ、ぐらつき、その他に塀が土止め壁を
兼ねていない、又は玉石積み 擁壁等の上にない等が
含まれます。点検結果について、8項目のうち、1つで
も不適合があればブロック塀等の安全対策が必要と
考えられます。その際は専門家へご相談ください。
「たかがブロック塀」などと安易に考えることなく、 ◆幹事報告◆

副幹事 川端 崇且

お心当たりのある方はまず自主点検を行ってくださ

・7 月例会プログラムについて

い。この度の被害から多くのことを学び、被害者から

・箕面まつり出欠について

加害者にならない為にも、来るべき巨大地震に備える
「減災」視点を持つことが肝要と考えます。より良い

１、真実かどうか

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
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
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2018 年 6 月 28 日発行会報

◆SAA 報告
ニコニコ箱
西宮富夫会員：最終例会 一年ごくろう様でした。
芝野弘三郎会員：木村会長・浦幹事、一年間「おつかれ
さま」でした。
先週欠席のおわび
上島一彦会員：木村会長・浦幹事、一年間本当にお疲れ
様でした！！
前田建司会員：木村会長、1 年間ありがとうございまし
た。お疲れ様です！
片山秀樹会員：木村会長、浦幹事 1 年間おつかれ様で
した。
山本貴雄会員：木村会長、浦幹事 一年間お疲れ様でし
た！！
瀧瀬尚峻会員、河野優作会員、梶山博照会員、木村知也
会員、水島教絵会員、三上智子会員、林たかみ会員
米山奨学会
青 敬祐会員：会長様、はじめ皆様方、御苦労さん！！
川端崇且会員：1 年間ありがとうございました。
山下恵司会員：木村会長、1 年間御苦労さまでした。
河野優作会員、水島教絵会員、山本貴雄会員
ロータリー財団
木村貞基会員：1 年間、大変お世話に成りました。
心より感謝申し上げます。
青 敬祐会員、木村知也会員、水島教絵会員、山本貴雄
会員
◆1 年間の振り返り◆ 2017-18 年度会長 木村貞基
2017～2018 年度の一年間、若輩極まりのない私が会長
の責務を全うすることができたのは、会員の皆様より絶
大なるご支援をいただきましたことに外ならず、そのご
恩に心よりお礼を申し上げます。そして伝統ある我が箕
面ロータリークラブの第 49 代会長を皆様の温かい友情
のもと、無事任期満了を迎えられましたことに、あらた
めて深く感謝の意を表します。
‘超我の奉仕‘の精神を規範に据え、地域社会への奉
仕活動を通してより良い社会構築のために果たすべき役
割を見出すべく、RI 会長の 2017 年度のテーマ「MAKING A
DIFFERENCE：変化をもたらす」を基軸に、箕面ロータリ
ークラブらしい特性を活かし、積極的に奉仕活動への参
加を行い、
「ロータリークラブとはどのような団体なのか」
に対し‘行動をもって答える‘ことを私の使命と位置付
けて進めて参りました。
思えば、箕面川清掃から始まり、箕面祭りやあかつき
納涼祭、年 2 回の交通安全啓発活動、アダプトロード清
掃、ＭＯＡ児童作品展、箕面 JC 周年事業、成人祭への協
力、箕面ロータリークラブ杯少年野球大会やその他、で
きるだけ多くの方々との出会いを得る機会を作ることを
目指し、それら奉仕事業へ参加することによる「ロータ
リークラブの公共イメージの向上」が私の常の行動理念
でありました。またここから得た人的交流は疑う余地も
なくかけがえのない財産ともなり、私自身のこれからの
人生に大きな影響を与える機会となりました。

事務局執務時間：月・水・金

10：00～15：00、
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昨年度の活動指針であった「地域の国際化」を掲げて
いる箕面市に向けての外国籍市民と当該市民、市内青少
年との国際交流の支援、また青少年のグローバルコミュ
ニケーション能力の育成を目的とする地区補助金を活用
した「箕面市国際交流協会へのグローバル教育への支援」
事業においては、箕面市国際交流協会との連携をもとに、
未来のチカラとなる青少年の国際理解と国際競争力の促
進の一助に貢献することができました。また今年度より
地区 1 組の再編という歴史的な転換期を迎えるにあたり、
昨年度はその移行期間として非常に重要な一年と考え、
同時にこの機会をクラブが繁栄できる絶好のチャンスと
捉え、積極的に旧 1 組会長会や旧 1 組若手会の企画や実
施、また池田ラックへの参加や会員増強推進など、常に
旧 1 組内他クラブとの連携をしっかり取りながら進めて
きた「旧 1 組年度」でもあったように強く回顧されます。
この活動が少しでも新 1 組構築へのスムーズな移行が成
されるための糧となれば幸せの念につきません。
親睦を表するに「入りて学び、出でて奉仕せよ Enter
to learn，Go forth to serve」という言葉があります。
世の中のあらゆる有用な職業から選ばれた裁量権を持っ
た職業人が、週に一回の例会に集い、例会の場で、職業
上の発想の交換を通じて、分かち合いの精神による事業
の永続性を学び、友情を深め、自己改善を計り、その結
果として奉仕の心が育まれる、そして例会で高められた
奉仕の心を持って、それぞれの家庭、職場、地域社会に
帰り、奉仕活動を実践する、これが理想のロータリー・
ライフとされています。その様な真の親睦が図られるべ
く例会づくりに努めてきた1年間、会員皆様の力強いご協
力には感謝の言葉もありません。
結びに、これからも未来の箕面ロータリークラブ繁栄
のために全力でサポートする決意です。会員皆様のご支
援、ご協力により新年度に向け事業継承ができましたこ
とに重ねて感謝いたしますと共に、箕面ロータリークラ
ブ 50 周年に相応しい素晴らしい片山年度となられます
様、皆様と共に歩んで参りたいと思っております。今後
益々の我がクラブの発展と、会員皆様のご繁栄、ご健康
をご祈念申し上げ、感謝の言葉と致します。1 年間、本
当にありがとうございました。

木

14：00～21：00、

火・土・日・祝

休
○

