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会長の時間

日

６月２９日
樋上

ソング「君が代・奉仕の理想」
◇ 方針発表
横田会長、東谷幹事
SAA 西田会員
◇

会長

本日は年度末例会となりました。昨年の7月から辻井さんの
後、会長を務めさせていただきましてはや1年が経ちました。
会員皆さんのご協力に感謝申し上げます。大河原RC櫻井
会長より、メールが来ており、紹介致します。最終の話は「電

今

週

の

動

力危機、要求続々」関電の株主総会について、であります。

き
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国際ロータリー第2660地区
摂津ロータリークラブ

次週例会予定

月

7

13 日

会長

樋上幸夫様

拝啓

梅雨の候

益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

6 月 1 日より 3 日までの大河原ロータリークラブ会員並びに

◇ 方針発表

家族への心温まるご歓待あらためて心より感謝申し上げま
会員組織部門

す。

クラブ運営部門

楽しい交流の日々より間もなく1ヵ月、今週24日には昼ゴル
フ大会、夜間の最終例会で年度の行事を終えたところです。
貴クラブにおかれましても最終の例会などでお忙しいとは

会
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存じますが、山家正信副会長が懇親会場での記念写真がやっ
と出来上がり皆様にも差し上げたいとのことなのでお送り
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６月１５日

数

４０名
出
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員

率

いたしますので配布いただければと存じます。又、支援贈呈
式の新聞も遅くなりましたが同封致します。最後になります
が、樋上会長様はじめ摂津ロータリークラブの皆様の今後
益々のご発展、ご健勝を祈念しております。

敬具

国際ロータリー第2520地区大河原ロータリークラブ
会長

櫻井

俊寛

電力危機

要求続々

関電、節電を陳謝

橋下氏「原発依存ｾﾞﾛどう対応」

関西電力、東京電力など9電力会社の株主総会が27日
午前10時に始まった。関電の株主総会には筆頭株主の

委員会報告
§新世代委員会

東谷

委員長

青少年交換留学生のホストファミリーをして頂いた樋
上会長、矢野みえさんに対して、岡部ガバナーより、
感謝状が届きました。

大阪市の橋下徹市長、東電には東京都の猪瀬直樹副知
事が出席し、経営陣に「脱原発依存」や「経営の透明
性確保」などの要求を突きつけた。東電福島第一原発
事故や関電大飯原発3、4号機の再稼働決定を受け、各
社の総会では原発の是非を問う質疑が相次いでいる。
大阪市の「梅田芸術劇場」で開かれた関電の株主総会
は、過去最多の 3825 人（午後 1 時時点）が出席、冒
頭で八木誠社長が「2012 年 3 月期は過去最大の赤字
で、創業以来の非常事態だった。大飯原発 3、4 号機
の再稼働が決まったが、需給見通しは依然厳しく、夏
も節電への協力を賜りたい。迷惑をかけ深くお詫びす
る」と陳謝した。
その後の質疑応答では、大株主の自治体のトップが相
次いで質問に立った。約 9％を保有する筆頭株主の大

§国内奉仕委員会

佐藤

委員長

社会を明るくする運動「標語パネル」を10枚購入させ
て頂きましたので、事業所にて掲示していただける方
はお持ち帰り下さい。

阪市の橋下市長は「このままでは（関電は）つぶれる。
衰退産業の道を歩んでいると感じる」としたうえで、

§ご挨拶

「原発依存度がｾﾞﾛになったら、どのように対応する

名誉会員の摂津市長

のか。原発が何基止まれば赤字になるのか」と質問し

した。

森山一正様よりご挨拶を頂きま

た。岩根茂樹副社長は、「（原発ｾﾞﾛだと）9000 億円
という膨大な燃料費の代替コストが発生する」との試
算を示し、「原発が 1 基も再稼働しないと持続的な経

年度末例会
樋上

会長

営は難しい」との考えを示した。

この一年を振り返って大きく分けて三つに分ける事が

橋下市長は、家庭用の小売り自由化や発送電分離など

出来ます。

電力事業の制度設計の見直しが進んでいることに触

昨年の 3.11 東北大震災、7 月より震災復興プロジェク

れ、「将来の経営リスクをどう考えているか」などと

トを立ち上げ、和泉会員に委員長、副委員長に疋田副

問いただした。関電は「何らかの形で安定供給確保を

会長、その他 7 名の委員会を発足させました。和泉委

図らねばならない。国民的メリットを得られるような

員長は最初、名前だけという話で承諾いただきました

制度設計が必要」（岩根副社長）と答えるにとどまっ

が、最終的には大変ご苦労頂いて無事完了致しました。

た。

①今回は東北地方の人々と直接何か支援が出来ないか

株主提案は「速やかな原発の全廃」や「天下りの禁止」
など大阪市と京都市、神戸市が計 13 議案を提案、全
体で 28 議案。3 市の 13 議案はすべて否決される見通
しだ。

という事で望田会員に紹介で大河原RCと連絡が取
れ、摂津ロータリーの考え方をお伝えしたところ賛
同いただいて今回の支援になり9月29日疋田副会長
と大河原RCへ訪問、例会に出席後、大河原町商工会

幹事報告
１．特に報告事項はございません。

宮野

幹事

定し、その後、視察し帰ってまいりました。2回目は、
12月8～9日、13名で訪問、荒浜小学校へ教育支援の

本日のゲスト
摂津市長
米山奨学生

へRCメンバーと行き、絆ボックスの話をある程度決

森山

一正氏

ティリ・ヤダナさん

為、校長先生との会談、視察、夜は大河原RC例会に
出席、大変歓迎いただき帰ってまいりました。5月8
～9日、大河原RCと荒浜小学校、中学校、長瀞小学校
への贈呈式、無事終了する事が出来ました。

今回の支援に関しましては、オース RC、そのオ

特に「おじんバンド」の皆様との交流で得たもの

ースの近隣クラブより 130 万のご協力をいただ

は、「暖かい心」を感じるものがありました。今

き感謝申し上げます。

後もちょっと違う、おばさんを目指し、より良い

6 月 1～3 日大河原 RC 櫻井会長はじめ 15 名の皆

女性ロータリアンになり摂津ＲＣを更に、盛り上

さんが摂津ロータリーへ訪問いただきました。

げてまいります御指導宜しくお願い致します。

1 日は夜の例会に変更し、家族親睦会を行い、森
山市長はじめ多くの会員、ご家族の参加をいた
だき楽しい親睦会で終ることが出来ました。
2 日は大河原 RC の 5 名と摂津ロータリーの最終
会長杯を茨木 C.C で行い、大河原 RC、立石氏が
素晴しい成績で優勝されました。
② 11 月 23～27 日ミャンマーへ WCS 活動に訪問
ティリー・ヤダナさん、会員 11 名で参加
2 ヵ所訪問。エイズ等の子供達を預かる孤児院と
ジャパンハートの施設、学用品を贈呈し子供達
と歓談し楽しく終える事が出来、ティリーの両
親、家族と食事をし親交を深める事が出来まし
た。参加者の皆さん、ご苦労様でした。

クラブ運営部門

益田

部門長

一年間のクラブ運営に対してのご協力のお礼の
ご挨拶がありました。
「一年を振り返って」
会員組織部門

吉岡

部門長

本年度樋上会長の下で、会員組織部門で 3 つの委
員会を担当させていただきました。
増強･退会防止委員会 森川委員長
会員委員会

茶橋委員長

広報委員会

川西委員長

③ イギリス・ロングイートン RC、85 周年訪問
吉岡、光田会員 3 名で 4 月 18～23 日

増強･退会防止委員会では会長方針では純増 1 名

80 周年の時と比べて式典は簡素化になりメンバ

でしたが、2 名の新入会員を入れていただきまし

ーもだいぶ変わって若くなってきており、式典

た。目標は 3 名（内女性会員 1 名）ということで

の時、ロングイートン RC 会長、オース RC 会長

したが

と話す機会があり、その時、海外姉妹クラブ周

ることが出来ました。

年行事を 10 年毎に行なってはどうかとの話しが

森川委員長は次年度も同じ委員会で活躍されま

あり、クラブへ持ち帰り、検討する事であり、

す、頑張っていただきたいと思います。

摂津 RC 理事役員会にかけ 10 年毎に決定致しま

有難うございました。

そして 1 名の退会者も出ることなく終え

した。ロングイートン 85 周年記念式典に関しま
しては、8 月の卓話でご報告申し上げます。

会員委員会では

年3回

会員に対しての研修を

していただきました。
おかげをもちまして長くて短い一年でありました
が、会員の皆様方、理事役員のおかげで無事終える
ことが出来ました。感謝申し上げます。7 月からは

1 回目は 7 月 29 日奉仕活動についての研修で、
飯室会員にお世話になりました。

横田会長であります。今まで以上のご協力・ご支援

2 回目は 11 月 25 日地区の研修委員の三木さんに

を次年度に賜ります様、お願い申し上げ終わらせて

お願いして新入会員を対象にしたお話をしてい

いただきます。

ただきました。

一年間ありがとうございました。

3 回目は入会 3 年未満の新入会員によるロータリ
ーに入会して、をテーマにお話いただきました

御挨拶

宮野

幹事

樋上会長のご指導のもと１年間を振り返り各部門
長からお言葉を頂きます。まずクラブ運営部門長益
田会員、会員組織部門長吉岡会員、奉仕活動部門長

（中尾･国澤･西田･望田・寺原）会員

茶橋委員

長も次年度同じ委員会で活躍されます、次年度も
活躍を期待しております。有難うございました。

飯室会員、ＳＡＡ北畑会員、それでは最後に私がバ

摂津 RC 及び RC 全体の活動を

シッと決めさせて戴きます。

広報委員会では

まず、一期一会の、ことわざ通り入会３年目の普通

理解して頂く為の広報活動をしていただきまし

のおばさんだった私がＲＣ幹事を拝命させて頂き人

た。月間卓話では「感染症ポリオ残り 1％の闘い」

と関わる喜びや、感謝される喜びを感じる事が出来

をテーマにお話いただきました。

感謝申し上げます。

川西委員長有難うございました。

私たちの委員会は、余り表には見えず地味な委員
会ではありますが、唯一委員会メンバーで無くて
も、他の委員会の皆様が活動することが出来る委
員会でありますので、次年度も宜しくお願いしま
す。
１年間有難うございました。
奉仕活動部門

飯室

部門長

東日本大震災復興支援金ボックスにお寄せ頂いた
募金は、亘理町立荒浜小学校へ寄付させて頂きま
したのでお知らせいたします。
一年間ご協力頂きありがとうございました。
震災復興プロジェクト委員会

和泉

委員長

震災復興プロジェクトへのご協力へのお礼とご挨
拶がありました。
新世代委員会

東谷

委員長

青少年交換についてのご報告とお礼のご挨拶があ
りました。
SAA

北畑

会員

一年間のニコニコ箱へご協力を頂いたお礼とご挨
拶がありました。

ニコニコ箱
摂津市長

森山一正様：樋上会長他スタッフの皆様
ご苦労様でした。

樋上会長：森山名誉会員に出席頂き、本年度最終の例
会を迎える事となりました。
一年間、ご協力ありがとうございました。

三木会員：第 40 期を終えて。会長さん御苦労さんでした。
宮野会員：樋上会長、会員の皆様、一年間お世話になり
ました。
望田会員：・樋上会長、宮野幹事、疋田副会長、北畑 SAA
他、皆さん一年間お疲れ様でした。

秋山会員：樋上会長おつかれさまでした。

・岩城さんに写真を頂きまして。

青木会員：役員の皆様、本年度お疲れ様でした。本年

・大河原 RC との集合写真ありがとうござい

度からお世話になり楽しい一年でした。
ありがとうございました。
茶橋会員：樋上会長をはじめ理事、幹事の皆様一年間
御苦労様でした。
郷木会員：樋上会長はじめ理事メンバーの皆様ご苦労
様でした。
東谷会員：樋上会長、宮野幹事一年間お疲れ様でした。

ました。
西田会員：樋上会長、疋田副会長、宮野幹事、北畑 SAA、
一年間本当にご苦労様でした。
あわせて、ご指導いただきありがとうござい
ました。
岩城さんに写真いただきありがとうございま
した。

岩城会員：樋上会長ご苦労さまでした。

西本会員：樋上さん、ご苦労さまでした。

和泉会員：・樋上会長、役員の皆様、一年間御苦労様

埜口会員：岩城会員に写真を頂いて。樋上会長、一年間

でした。
・震災復興プロジェクトに皆様の御協力頂
きありがとうございました。
神田会員：樋上会長ご苦労様でした。岩城さんに写真
を頂いて。
川西会員：樋上会長他役員の皆さん一年間ご苦労さま
でした。
木原会員：・樋上会長始め役員の皆様一年間ご苦労様
でした。
・写真を頂いて。
北畑会員：樋上会長、一年間ご苦労様でした。
國澤会員：市長を迎えて。
前田会員：この一年“さすが”でした。
益田会員：岩城会員に写真を頂いて。

ご苦労様でした。
大澤会員：樋上会長、一年間おつかれ様でした。
尾崎会員：・樋上会長・宮野幹事他役員の皆様お疲れ様
でした。
・岩城会員に写真を頂いて
・一年間ありがとうございました。
下村会員：岩城様、写真ありがとうございます。
旧年度、新年度の役員さんご苦労様です。
寺原会員：樋上会長はじめ役員の皆様おつかれさまでし
た。また、岩城さんから写真を頂いて。
辻井会員：樋上会長をはじめ役員の皆様、一年間ご苦労
さまでした。
山内会員：樋上会長、一年間ありがとうございました。
又、岩城さんに写真をいただいて。

会長、幹事、理事の方、一年間御苦労様で

横田会員：樋上会長、宮野幹事、一年間お疲れ様でした。

した。ありがとうございました。

吉岡会員：樋上会長ご苦労様でした。

ニコニコ累計

運営委員会会報担当

１,３４４，４５２円

枠内は今回担当者

益 田 会 員

下 村 会 員

川 脇 会 員

秋 山 会 員

郷 木 会 員

國 澤 会 員

