
　いよいよ新年度が始まりました。
　昨年度は田中会長のもと多くの新入会員を迎い
入れることができました。また、対外的には、USJに
於いて、市内の母子家庭の方々を対象に今まで
に無かった新たな事業も実施するなど大変充実し
た一年となりました。
　今年度は、昨年度に続きさらなる会員増強を通
じて、組織の基盤強化に努めると同時に、新しい
仲間にロータリーのことをもっと知ってもらえるよう
な事業展開を目指します。更には、会員相互の親
睦を深め、それをパワーとした対外的な事業も実
施致したいと考えています。
　具体的には社会奉仕と青少年奉仕委員会で計
画を進めて頂きますが、市民の方々に対しふれあ
いを目的とした事業です。先週組織と委員配属を
遅ればせながら発表させて頂きました。しかしなが
ら、各委員長並びに会員の皆様におかれまして
は、早々に委員会を開催して頂き今年度のクラブ

運営に積極的にご協力頂いておりますことに対し

まして心から感謝申し上げます。我がクラブがそし
て会員一人ひとりがまちへのプレゼントになるため

に、この一年を通してみんなでロータリーに恋をし
ましょう。

①本日１７：００より第1回理事会が開催されました。
②地区米山奨学委員会より、米山奨学セミナーの
案内が届いております（松室会長兼カウンセラー
宛）。
③地区広報委員会より、クラブ広報委員長会議の
案内が届いております（中西委員長宛）。
④地区国際奉仕委員会より、クラブ国際奉仕委員
長会議の案内が届いております(正岡委員長宛)。
⑤㈶いけだ市民文化振興財団より、2015年度理
事・評議員合同役員会の案内が届いております
（会長宛）。
⑥池田市献血推進協議会より、定期総会開催の
案内が届いております（会長宛）。
⑦地区ガバナーおよび地区ロータリー財団委員
長より、ロータリー財団『寄付・認証　ロータリークラ
ブの手引き　2015－2016年度版』が届いておりま
す（会長、幹事、新田委員長宛）。
⑧本日配布しました会員証に一部誤りがありま
す。有効期限が２０１５年６月３０日になっているも
のは事務局に返却してください。

平成２７年７月１３日 第１３９１回例会 №１３９０

　７月２７日(月) 

　高橋　仁　会員

・前菜盛り合わせ
・冷やしアスパラスープ
・丹波鶏のグリル赤味噌ソース
・サラダ・パン・コーヒー

・豚角煮・出し巻き
・スルメイカの酢味噌和え
・煮魚（鰈）
・白飯・赤だし・香の物

『自　己　紹　介』

　８月３日(月) 
『会員増強及び
　　拡大月間によせて』
　田中　隆弥　会員

会長の時間 会長　松室　利幸

幹事報告

・冷奴
・うまき・鰈煮魚 
・イカのトロロ和え  
・ご飯・香の物・汁物 

　７月１３日(月) 
『研修リーダーとして』

　長嶋　貞孝　会員

『』



　ロータリークラブでは、会長、幹事がクラブの中心で
ある。特に幹事は重職です。副会長の仕事は、会長不
在の時に会長代行で開会・閉会のゴングを鳴らすだけ
です。
　しかし副会長にはクラブ奉仕委員長と言う大事な仕
事があります。
クラブの親睦・例会･会員増強とクラブ運営の元になる
委員会の運営です。
　本年度は､新会員が沢山いらっしゃいます。ロータ
リーを楽しんで頂くために、楽しい移動例会・家族会の
開催、例会が楽しくなる様なプログラム編成に取り組ん
で参ります。

日時　２０１５年７月６日１７：００～１８：２０
場所　池田市民文化会館レストラン　コルネット
理　事　数　　９名
出席理事数　　９名

審議事項
第１号議案　2015-2016年度　委員会配属（案）承
　　　　　　認の件
　　　　　　承認

第２号議案　2015-2016年度　年間行事予定（案）
　　　　　　承認の件
　　　　　　承認

第３号議案　退会者承認の件
　　　　　　会員身分の終結希望者より、退会届　
　　　　　　が提出された。
　　　　　　承認

第４号議案　委員会事業計画（案）の件
　　　　　　ふれあい広場は５月１５日(日)開催を
　　　　　　軸に調整する。　
　　　　　　承認

第５号議案　ロータリー財団寄付金承認の件
　　　　　　エンドポリオ基金に、US＄５０、年次基

　　　　　　金にUS＄１５０（US＄１＝120円）の
　　　　　　人頭分担寄付金とする。
　　　　　　(日本円で合計24,000円）
　　　　　　承認

第６号議案　米山記念奨学会寄付金承認の件
　　　　　　普通寄付5,000円、特別寄付15,000円
　　　　　　の合計20,000円の人頭分担寄付金と
　　　　　　する。
　　　　　　承認

第７号議案　池田ジュニア合唱団演奏会祝金承認の
　　　　　　件
　　　　　　お祝い金として10,000円をクラブ活動
　　　　　　渉外費より拠出する。
　　　　　　承認

第８号議案　池田いらっしゃいフェスティバル協賛金
　　　　　　承認の件
　　　　　　協賛金として30,000円をクラブ活動渉
　　　　　　外費より拠出する。
　　　　　　承認

第９号議案　8月31日納涼例会事業計画（案）
　　　　　　承認の件
　　　　　　事業計画は承認。事業予算を一部修正
　　　　　　する。
　　　　　　承認

第10号議案　2017～2018年度　会長指名委員会
　　　　　　設置承認の件
　　　　　　松室会長、藤原会長エレクト、田中直前
　　　　　　会長、新田会員、池田会員で構成する。
　　　　　　承認

第11号議案　新旧理事合同会議開催承認の件
　　　　　　8月5日（水）18:30より不死王閣にて開
　　　　　　催する。会費5,000円。
　　　　　　承認

第12号議案　池田市美術展開催に伴う恵贈金承認
　　　　　　 の件
　　　　　　 恵贈金として20,000円をクラブ活動渉
　　　　　　 外費より拠出する。
　　　　　　 承認

第13号議案　池田市更生保護協会会費承認の件
　　　　　　 会費として10,000円をクラブ活動渉外
　　　　　　 費より拠出する。
　　　　　　 承認
報告事項
（１）理事会開催予定日について
　　原則として毎月第1例会前17:00より開催するが、　
　　10月度のみ10月19日とする。
　　第1例会日がガバナー公式訪問のため。
（２）ホームページについて
　　クラブ独自のホームページを作成する。ふくまる
　　タウンも継続して併用する。
（３）今年度予算について
　　前年度ニコニコ積立金の残高が確定したことと、
　　前年度の本会計の繰越金がほぼ確定したので、
　　若干補正して今年度スタートする。
（４）７RCゴルフコンペについて
　　11月23日にアートレイクで開催する。

新年度に向けて　池田吉清副会長

第１回理事会議事録



□

点鐘引継ぎ 記念品贈呈

事務局員、伴奏者へ委嘱状交付

田中前会長へ花束贈呈

７月結婚記念日お祝い

長嶋貞孝・安規子　ご夫妻　
　　平成１０年７月２８日

米山奨学金授与



松室　利幸　　会長…

服部　潤承　　幹事…

池田　吉清　副会長…

田中　隆弥　　会員…

新田　耕平　　会員…

山内　邦夫　　会員…

長嶋　貞孝　　会員…

岡本　厚　　　会員…

加藤　光祥　　会員…

藤原　史郎　　会員…

吉井　順子　　会員…

岸添　広一　　会員…

溝口　正孝　　会員…

谷口　浩　　　会員…

今井　卓哉　　会員…

國司　真相　　会員…

大塚　信彦　　会員…

高原　誠一郎　会員…

奥村　雅一　　会員…

土田　名央未　会員…

石田　貴子　　会員…

出　席　報　告

前々々例会　　６月１５日分のメークアップ
山内　会員　６月８日　　クラブ協議会出席（出席免除者）
吉井　会員　６月８日　　クラブ協議会出席
新田　会員　６月１１日　職場訪問出席
新谷　会員　６月２１日　事務局員歓送迎会出席（出席免除者）
藤原進会員　６月２１日　事務局員歓送迎会出席（出席免除者）
　

ニ　コ　ニ　コ　報　告

一年間よろしくお願いします。

本年度もよろしくお願い致します。

副会長です。一年宜しく。

松室会長、一年間よろしくお願

いします。

松室会長年度、初例会おめで

とうございます。

本年もよろしくと同時、前田中

会長、御苦労様でした。

誕生日。今年度もよろしく、松

室会長ガンバッテ

欠席

本年度、新たな気持ちで宜しく

お願い致します。

松室年度おめでとうございます。

最終例会では大変失礼致しま

した。

新年度、親睦委員長です。よろ

しくお願いします。

輝やかしい事業、11名の新入

会員を迎え、活性化の年。田中

隆弥執行部の皆様ご苦労様。

松室利幸会長のもと有意義で

楽しいR活動になるよう祈願い

たします。品位ある魅力的な例

会を目指します。

松室会長、貴方は男の中の男

です。

松室会長一年間よろしくお願い

します。

欠席

欠席

妻の誕生日。本日は嫁さんの

誕生日です。いつも感謝してお

ります。

本年度もよろしくお願いします。

松室会長、ご指導よろしくおね

がい致します。

雨の中現場して終わったら晴れ

てきました。なぜでしょう？

委　員　会　報　告

①プログラム・会報広報雑誌小委員会
　クラブ週報の原稿は原則として例会日前週の水
曜日までに提出してください。基準文字数は４００
字程度とし、ゲストスピーカーにも卓話担当者より
原稿提出をお願いしてください。

1390 回 1387 回

Ａ 会員数 35 名 38 名

Ｂ 出席免除者数 8 名 8 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 27 名 30 名

Ｄ 出席義務者欠席数 5 名 9 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 21 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 3 名

Ｇ メークアップ数 5 名

出 席 率 　 ％ ８４．３７％ ８７．８８％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年7月6日 2015年6月15日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

ビ　ジ　タ　ー

ロータリー百科事典より

♦出席の意義 (Value of Regular Attendance)

　出席はロータリーの特色の一つで、会員の資格
条件になっている。クラブ例会に規則正しく出席
することは入会のとき受け入れた最も基本的な重
要な責務である。自分のクラブに対し行う出席とい
う最小限の奉仕であり、さらにその出席率のより高
い理想に向かって努力することをロータリーは求
めている。

♦メークアップ (Make－up)　

　欠席の前２週間または後２週間以内に別のＲＣ
の例会か他の所定の会合(標準クラブ定款第７条
参照)に出席すれば、自己の会員身分を守り、出
席のクレジットを受けることができる。別のＲＣでメ
ークアップした場合、訪問先のクラブ幹事から「訪
問ロータリアン報告用紙」にメークアップの旨記入
され、所属クラブに送付される。ローターアクトクラ
ブ等の例会に出席した場合、又、クラブのウェブ・
サイトを通じて、30分の相互参加活動に参加すれ
ばメークアップとして認められるようになった。　

合計　　59,000円　総合計　59,000円
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