
 

 

２０１８年８月２３日発行 会報第９４０号 

今週のプログラム 

（２０１８年８月２３日） 

 

 

台風 20 号接近の為 臨時休会 

 

次週のプログラム 

（２０１８年８月３０日 第９４０回例会） 

 

「日本酒の楽しみ方」 

沢の鶴株式会社 

 製造部次長  今野 浩之様 

第９３９回例会 （２０１８年８月９日）の記録 

＜会長の時間＞             藤田芳浩会長                    

皆様 こんばんは、本日の例会は社会奉仕委員会とクラブ奉仕委員会のフォーラムです。 

事前に、山本 友亮クラブ奉仕委員長よりアンケートがあり、社会奉仕委員会にも関連する奉仕活動も

多く提案されています、どうか活発な意見交換をお願い致します。会員の皆様 全てがご参加いただき

一体感をもった奉仕活動及び会員・ゲストの皆様に楽しんで頂ける親睦行事を実現して参りますので

皆様のご協力をお願い致します。6 月の 20 周年記念式典・講演会及び祝宴は企画時から開催日まで 

本当に一体感がありました。 

ご報告ですが 20 周年の祝宴で大変お世話になりました「沢の鶴」様に、ご紹介者の渡邊会員と共に 

先日訪問して参りました。西村会長をはじめ 3 名の方々と面談ができましたので、20 周年記念式典・

講演会・祝宴が無事終了しました事の感謝を申し上げました。また今回のご縁を深めるべく例会時に 

日本酒の卓話も御願いしましたところご快諾を得ました。さらに、9 月の箕面山荘で開催予定の月見例

会にもご参加いただき日本酒の利き酒を兼ねてお料理とのコラボを皆様に楽しんでいただく企画を 

進めております。詳しくは、山田親睦委員長から説明が有ります。沢の鶴株式会社様は、創業が享保 

2 年（1717 年）昨年創業 300 年をお迎えになり、33 年ぶりに社長が交代されました。同年、菊正宗酒

造様、剣菱酒造様も新しいトップが誕生となり日本酒生産量 日本一の灘五郷は、世代交代もあり 

40 代の経営者も多く活発なようです。海外で日本酒は、和食の広がりと共に知名度と消費が拡大して

おります。皆様ご承知の様に、日本に興味を持ち訪れる海外の観光客が予想以上に多くなっています。

ただの物珍しさだけではなく日本の文化を知りたい、体験したいと長期の滞在者も多いと聞きます。 

振り返って私は、日本の事をどれだけ知っているのかと自問する時、日本人として日本の風土に根付い

た歴史ある様々な文化を改めて知りたいとの思いに駆られました。 元来、お酒も好きなので日本酒の

知識を知ると同時に料理との相性も知りたいなと考えて、今回 沢の鶴様にご無理を申し上げました。 

是非、8 月 30 日例会と 9 月 20 日の月見例会にゲストも交えて多数のご参加をお願い致します。 

 



  
＜お客様＞ 上橋 芳雄様 ・ 関山 賀世子様（千里ロータリークラブ） 

      庄瀬 寛様（吹田江坂ロータリークラブ） 

 

 

 

＜出席報告＞      西本明文出席担当 

会員数（内出席免除会員１名）    20 名 

本日の出席者数（内免除会員０名）  1６名 

       （内名誉会員０名） 

本日の出席率           84.21％ 

７月２６日修正主席率       78.95％ 

７月のホームクラブ出席率     76.32％ 

７月の平均出席率         86.84％ 

 

 

＜ロータリーソング＞       全会員 

♪夏の思い出♪ 

 

＜ピアノ演奏＞       近藤美里さん 

 １ Take Five 

 ２ Georgia On My Mind 

 ３  Andaluza 

 

 

＜幹事報告＞                                 水島洋幹事                   

１．倉敷で豪雨災害復興ボランティア活動をされる山本加奈子様へ１５万円を地震災害支援金とし

て、高槻西ＲＣへ 5 万円を昨日（8 月 8 日）それぞれに送金しました。 

２．吹田 5 クラブ親睦ゴルフコンペの案内が参りましたので、回覧致します。 

参加される方は、表にご記入下さい。締切は 8 月 31 日です。 

３．来週 8 月 16 日は定款に基づく休会です。 

 

＊＊＊2018 年 8 月 2 日開催 理事会報告＊＊＊ 

 

① 9 月 20 日（木）お月見例会の件 

みのお山荘 風の杜レストラン「山帰来（さんきらい）」に決定 

ビュッフェ＋ドリンク デラックスコース ＠６,５００円 

② 福島 21ＲＣからの大阪北部地震災害支援金拠出の件 

受領１０万円の内５万円を高槻西ＲＣへ送金する。 

残り５万円は豪雨災害のボランティア活動をする山本加奈子さんに拠出する。 

③ 西日本豪雨災害義援金拠出の件 

倉敷在住の山本加奈子さんが学生を伴って真備町のボランティア活動をされているとの事で、 

災害支援積立金から１０万円と福島 21ＲＣからの支援金５万円と合せて１５万円を送金する。 

④ 近藤事務局員の雇用契約締結の件 

2013～2014 年度からと同一条件にて締結するものとする。 

 

＜ゲストからのお話＞ 

今週のゲスト３名の方々から９月３０日(日)に開催予定の３クラブ（千里・吹田江坂・千里メイプル

の３クラブ）合同社会奉仕事業についてのご説明がありました。 

事業内容は市民公開講座の開催で、テーマは「人生 100 年を見すえて―高齢者ケアのこれからを考

える（案）」の予定であります。詳細は、後日案内を致します。ご協力をお願い致します。 



  
＜ＳＡＡ報告＞                           山下聰一郎ＳＡＡ補助 

 

＊スマイルボックス 

上橋様（千里ＲＣ） 社会奉仕委員会、黒川先生には大変お世話になります。 

藤田会長      吹田江坂ＲＣ・庄瀬様、千里ＲＣ・上橋様、関山様ようこそ。 

黒川会員      暑いですね。 

山田会員      健ちゃん、地震保険のアドバイスありがとう。 

西本明文会員    早くこいこい盆休み 

山下会員      コメントなし 

 

＊ロータリー財団 

黒川会員      アマチュアボクシングの正常化を祈ります。 

水本会員      暑中お見舞い申し上げます。 

相原・高尾・山下・西本明文会員  コメントなし 

 

＊米山記念奨学会 

黒川会員      ３クラブ合同の社会奉仕の成功を！！ 

高尾会員      お久しぶりです。 

柳原会員      １か月でのべ１トンほどのゴミを捨てました。 

相原・松田・山下・山本雅之会員    コメントなし 

 

＊ラオス基金 

藤田会長      山本加奈子様ボランティアで頑張っておられるとの事です。 

黒川会員      今日、ラオスの新幹線のナマの話しを聞きました。 

柳原会員      １Kg は、やせました。 

松田・山下会員   コメントなし 

 

＊メイプル基金 

藤田会長      山本友亮委員長様、黒川副委員長様本日フォーラム宜しくお願いします。 

黒川会員      上橋様・関山様・庄瀬様、ようこそいらっしゃいました。 

高尾会員      千里ＲＣ，上橋様・関山様、吹田江坂ＲＣ、庄瀬様 ようこそ。 

水島会員      山本委員長・野﨑委員長、フォーラムよろしくお願い致します。 

水本会員      いよいよ夏休み！でも、どこにも行く予定がありません。 

木下健治会員    黒川副委員長・山本委員長よろしくお願いします！ 

西本明文会員    残暑きびしい日々です。 

柳原会員      事務所、ようやく引越しました。 

山本友亮会員    ３名のゲストの方々、本日はありがとうございます。 

山下会員      コメントなし 

 



  
＜社会奉仕フォーラム＞                    黒川彰夫社会奉仕副委員長 

今年度の社会奉仕活動は、昨年度からの約束で「吹田５クラブ」でまとまった活動をしようと話し

合って参りました。我がクラブ理事会でも賛同を得たので実施する運びとなりました。実際には「千

里ロータリークラブ」が主導する形で、9月 30日(日)に「人生 100年をみすえて―高齢者ケアのこ

れからを考える」(案)というテーマで、市民公開講座の形式で実行される運びとなりました。後ほ

ど、千里 RC の上橋芳雄様、関山賀世子様、吹田江坂 RC の庄瀬寛様にご説明頂くことになっていま

す。 

 ところで、去る７月１２日の「今年度５大委員会活動方針発表」において、社会奉仕委員長の野﨑

元子会員は、「昨年度、社会奉仕委員会の実質的な活動はできませんでした。今年度も実行すること

は決まっていませんが、たまたまクリニックに児童養護施設のお子さんが 3 人来られました。…略

…これらの施設と関わるのがロータリーにとって相応しいかどうかは分かりませんが、社会奉仕活

動として何かしらの援助が出来たらと考えています。」と述べられました。それを聞いて、多くの会

員は興味を示し、社会奉仕活動の一つとして考えるようになったのではないでしょうか。 

 少し調べてみましたら、様々なことが分かってきました。とくに、本日のビジターである関山

氏は「江坂の児童養護施設＜松柏学園＞」も運営されているのです。不思議な縁ですが、今後、

お世話になるものと思われます。 

さて、児童養護施設とは、児童福祉法 41条に基づいた児童養護施設で、生まれた家庭で生活する

ことが困難だと判断された児童が入所する施設のことです。子どもたちに、できるだけ一般的な家

庭生活を提供し、施設を離れた後は、自立して社会生活を営めるよう支援することを目標としてい

るようです。一方、私たちに望まれる本当の援助は何かというと、施設を退所する子どもたちへの支

援だそうです。卒園とは法的措置解除という意味であり、国や自治体の管轄外になり、子どもたちは

自力で社会を生き抜いて行く必要があるからです。このような子どもたちに、何らかの支援が出来

たらと考えています。会員の皆様のお考えは如何でしょうか。 

 

＜クラブ奉仕フォーラム＞                     

（会報委員会）                            山本雅之会報委員長 

約２年前より実施している会報用紙の電子化は作成の簡素化などで好評をいただいておりますが 

ＰＣの機種やバージョンの違いによっていろいろなトラブルも発生しておりますので、皆様何なり

とご意見をお寄せ下さい。 

（会員委員会）                             水本徹会員委員長 

高齢化は避けて通れない問題であり、私自身も本気になって増強に取り組んでまいります。９月の

私の卓話の時間には会員増強について語り合えればと思っております。また、当日には会員様お一

人お一人が推薦したいお名前を披露していただきたいと思っておりますので何卒ご協力をお願い致

します。                                

（クラブ奉仕委員会）                      山本友亮クラブ奉仕委員長 

会員の皆様にアンケートを実施致しました。 

① 会員全員で達成感・一体感を感じられるような事業・企画をご提案下さい。 

② クラブのメンバーと一緒に行きたい・楽しみたいような行事企画をご提案下さい。 

 



 

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・皆様ありがとうございました。 （文責  山本友亮） 

アンケート結果① 

1. 地震・水害等の災害時に対応するマニュアル（小冊子）等を各部門の専門家（当クラブ会員）と 

具体的な課題を積みあげて作成する。例）自宅・勤務先・外出先等の対応・家族との連絡。 

2. ＡＥＤについて学び、会員自身が自宅・勤務先等に設置する。地域にも奨励する。 

3. 通学路の安全性について、あらゆる角度から検証して問題のある箇所を改善する。 

4. 野﨑会員が提唱された、施設慰問（児童養護施設など）を考える。 

5. 木曜日に清掃・慰問活動を行い、例会になだれ込む方法にて実施しては？ 

6. 子供食堂の支援・貧しい子供達の支援 

7. クラブ奉仕・社会奉仕・職業奉仕が一体となった奉仕活動を企画する。 

法律問題・税務問題・健康問題などから参加受けのする演題を決定する。 

演題や参加者数やホール（会場）など検討課題は多い。 

全会員で企画立案することに意義があり、これ以外の企画があれば変更する。 

アンケート結果② 

1. 落語・歌舞伎・浄瑠璃などについて、卓話を聞く。そして実際に観賞する。 

2. 滋賀県の松茸・近江牛すき焼き食べ放題への日帰りバスツアー。 

3. 沢の鶴様、資料館の見学、利き酒会。 

4. てっちり・貴船遠征・歌舞伎・落語すべて賛成。伊・仏料理は苦手。箕面の紅葉はどうですか？ 

5. テーマを決めての定期的食事会実施。 

6. 阪神タイガースの応援に行ってみたい。 

7. 全員が参加可能な企画を立案する。参加者数が増減しても企画者の負担にならない１日バス 

旅行とし、観光地やグルメ企画などをアンケートで決定する。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

①  事業・企画に関しては「今年度中に機会を作って全会員で話し合い進めていければ良いのでは。 

今年度は年間プログラム予定の変更も有り、で考えているのでディスカッションできればと

思います。」（藤田会長） 

その他、会員方より多数ご意見をいただきました。 

 

②  お楽しみ行事企画に関しては、「歌舞伎も初めて観賞したらすごく良かったので是非皆様と                            

観賞してみたいし、いろんな企画を考えてご相談させていただきます。」（山田親睦委員長） 

その他、会員方より多数ご意見をいただきました。 

（親睦委員会）                              山田克子委員長 

皆様からいただいたアンケートの結果を見て、すべてのことを実現していきたいような思いです。 

今後は参加者を募って実施していきたく思っております。オリンピックに関連して狂言師の野村萬

斎さんにも興味があり、狂言についても調べてみます。また、親睦とは違いますが被災地域の避難場

所に赴きロータリアンという立場ではなく学びたいという気持ちも持っております。いろいろと企

画してまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。 


