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◆今週の例会プログラム◆ 

2019 年 10 月 3 日（木）第 2433 回例会 

フォーラム（会員増強委員会） 

担当：会員増強委員長 木村 貞基 会員 

◆次週の例会プログラム◆ 

2019 年 10 月 12 日（木）第 2434 回例会 

フォーラム（戦略計画委員会） 

担当：戦略計画委員長 庄司 修二 会員 

◆先週のお客様◆ 
箕面警察署長 西村 芳貢 様 
◇ロータリーソング◇ 
 奉仕の理想 

 

◆出席報告 2019 年 9 月 26 日第 2432 例会◆ 
会員数：29 名 出席者：17 名 出席率 70.83％ 
前々前回  2019 年 8 月 22 日 88.90％ 
 

◆会長挨拶◆         会長 林 たかみ 

 9 月 21 日から 30 日まで秋の交通安全運動が行われて

います。 ２４日火曜日朝７時半から、箕面駅でも交通

安全啓発活動が行われましたが、参加くださった皆様、

早朝からありがとうございました。私も参加してまいり

ましたが、箕面市長をはじめ、たくさんの方々、そして

ゆずる君も登場してのにぎやかな 30 分となりました。 

 さて今日は、皆様にご報告が２つあります。ひとつは

かねてよりすすめてまいりました財団補助金事業が８月

末にお金が振り込まれ、１０月 9 日に贈呈式をして無事、

箕面市教育委員会にお渡しできることになりました。当

日は市役所にて今回もバックパネルと、わかりやすいよ

うにポスターも用意してインスタ映えする写真を撮って

こようと思っています。また、１１月９日の児童虐待防

止キャンペーンの日には、箕面市の民生委員さん、児童

委員さんと共に、キャンペーングッズを配布することと

なりましたので、ご都合あうかたは是非参加をお願いい

たします。 

 マタニティーマークを作成して、箕面市を通じて妊婦

さんに配布してもらいますが、 

このマークを知らない人も多く、少しでも多くのかたに

知っていただいて、電車の 

席を譲ったり、タバコを吸う時に配慮していただけるよ

う、啓発活動としてこの機会を 

役立てたいと思っています。また、箕面ロータリーの公

共イメージ向上にも一役かえるのではないかと期待して

おりますので、皆様のご協力よろしくお願いします。 

 もう一つのご報告は、箕面ロータリークラブのスロー

ガンについてです。 

先日地区から要請があり、12 月に行われる地区大会本会

議において、クラブ紹介の時間があり、その際、舞台上

スクリーンにクラブバナー写真と 2019-2020年度のクラ

ブスローガンが投影されることになりました。理事会に

お諮りしたところ、会長に一任ということでしたが、私

は言葉のセンスに乏しいほうなので、その点、いつも素

晴らしいセンスをお持ちの黄堂さんにアドバイスいただ

いて、次のようにさせていただきました。 

「小さな想い、集えば力。 地域と共に、地域のために。」

です。 

前半は 50 周年記念ソングの歌詞の中から抜粋させてい

ただきました。これは今年度というよりは、むしろ箕面

RC にとっては常に掲げているテーマと言えるかと思い

ます。 

 12 月は少し先ですが、是非皆様の予定にいれていただ

き、出席いただきますよう、 

よろしくお願いします。 

  

◆幹事報告◆         幹事 片山 秀樹 

・地区大会について 

・長崎・佐賀豪雨災害義捐金ご協力のお礼状 

・10月例会プログラムについて 

10月 3日フォーラム（会員増強） 

10月 10日フォーラム（戦略計画） 

10月 17日卓話（国際奉仕 西宮会員） 

10月 24日移動例会（長寿のお祝い） 

10月 31日休会日 

・会費納入について 

・ベネファクター 上島一彦会員表彰 

・会長杯ゴルフについて 

・50周年記念事業進捗状況 

・事務局員の採用について 

・直前会長よりロータリー賞感謝状 
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事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、  木 14：00～21：00、  火・土・日・祝 ○休  

◆SAA 報告◆          SAA 庄司修二 

ニコニコ箱 

岡内重信会員：西村署長様、本日の卓話楽しみにして 

       います。 

庄司修二会員：卓話よろしくお願いします。 

前田建司会員：箕面警察署 西村署長、本日はありが 

       とうございます。 

芝野弘三郎会員：交通安全卓話よろしくお願いします。 

西脇悟会員：西村署長どうぞよろしく！ 

河野優作会員、山本貴雄会員、木村知也会員、木村貞

基会員 

米山奨学会 

岡内重信会員、河野優作会員、木村知也会員、前田建

司会員、西脇悟会員 

ロータリー財団 

西宮富夫会員：交通安全卓話よろしく 

片山秀樹会員：西村署長、よろしくお願いいたします。 

庄司修二会員、河野優作会員、山本貴雄会員、前田建

司会員、芝野弘三郎会員、林たかみ会員 

ポリオ基金 

上島一彦会員：箕面警察署西村署長ありがとうござい 

       ます。 

川端崇且会員：西村署長ようこそ 

前田建司会員、西脇悟会員 

 

◆交通安全卓話◆ 

箕面警察署 署長 西村 芳貢 様 

2019年 6月 28、29日、

G20大阪サミットは無事

全ての日程を終えまし

た。皆さまのご理解、ご

協力に心より感謝申し

あげます。（以下大阪府

ＨＰより） 

G20 サミットの開催によ

り大阪・関西が得られたもの  

 日本初開催となる 2019 年 G20 サミット首脳会議

（G20大阪サミット）が、2019年 6月 28日（金曜日）、

29日（土曜日）にインテックス大阪で開催されました。 

 交通総量抑制の目標達成をはじめとした、最高のお

もてなしの提供に向け、大阪・関西が一丸となりまし

た結果、世界最高峰の国際会議を安全かつ安心して開

催できる都市であることを世界へアピールすること

ができました。 

今回のサミットでは、「大阪トラック」の立ち上げ宣

言や「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が全世界

に発信されました。また、大阪府、大阪市、関西広域

連合、経済界等の参画を得て設立した「2019年 G20大

阪サミット関西推進協力協議会」 が会場内に設置

しました「大阪・関西魅力発信スペース」 には、

延べ約 6,700人の国内外の報道関係者にご来場いただ

き、世界中のメディアや SNSなど、ありとあらゆる場

面で”大阪・関西”の名前が発信されました。 

さらに、大阪の食や文化、高いホスピタリティへの高

評価が世界中を走り巡るなど、大阪にとって、計り知

れない大きな成果をもたらしました。このサミットの

成功を「2025 年大阪・関西万博」 にもつなげて

まいります。  

G20大阪サミットの概要 

 G20 サミットとは、メンバー国や招待国の首脳、国

際機関（下記参照）など、国や機関が参加し、経済分

野を主要議題として毎年開催される国際会議です。

2019 年は日本が議長国となり、大阪で開催されます。

日本がこれまで経験したことのない大規模な国際会

議となります。 

 G20 大阪サミットにおけるメンバー国は、G7（フラ

ンス・アメリカ・イギリス・ドイツ・日本・イタリア・

カナダ・欧州連合〔EU〕）のほか、アルゼンチン・オ

ーストラリア・ブラジル・中国・インド・インドネシ

ア・メキシコ・韓国・ロシア・サウジアラビア・南ア

フリカ・トルコ（アルファベット順）となっています。

また、G20大阪サミットにおける招待国・国際機関は、

オランダ、シンガポール、スペイン、ベトナム、ASEAN

議長国（タイ）、AU 議長国（エジプト）、チリ（APEC

議長国）、セネガル（NEPAD議長国）、国連（UN）、国際

通貨基金（IMF）、世界銀行、世界貿易機関（WTO）、国

際労働機関（ILO）、金融安定理事会（FSB）、経済協力

開発機構（OECD）、アジア開発銀行（ADB）、世界保健

機関（WHO）（順不同）となっています。近年取りあげ

られる議題として、世界経済、貿易・投資、開発、気

候・エネルギー、雇用、テロ対策、移民・難民問題等

があります。 

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11334675/www.2019-g20-osaka.jp/
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11334675/www.2019-g20-osaka.jp/
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11334675/www.2019-g20-osaka.jp/exhibition_space.html
https://www.expo2025.or.jp/

