
平成２７年８月２４日 第１３９５回例会 №１３９４

会長の時間 会長　松室　利幸

　真夏のピークが去り、一時に比べると少し暑さも
ましになった気がいたします。そろそろセミに代わ
りコオロギの鳴き声が聞こえてくる季節が近づいて
まいりました。今日は地蔵盆、またわがまち池田で
は伝統の火祭り「がんがら火」が開催されており、
合わせて五月山に２か所の大文字も灯され、夏の
終わりを告げる風物詩として長年にわたり市民を
はじめ多くの方々に親しまれてまいりました。ご存
知の方も多いと思いますが、昔はこの日に猪名川
花火大会も同時に開催されていた時期もありまし
た。
　今年度も早いものでやがて２か月が過ぎようとし
ております。沢山の新しい仲間を迎え、いよいよ今
年最初の委員会事業である納涼移動例会が来週
開催されます。親睦委員会と、プログラム委員会の
合同事業ですが、多くの方々にご参加いただける
ことを願っております。
　さて、昨年度に入会された新入会員の皆さん。
ロータリークラブに入会したけれど、日々聞きなれ
ないロータリー用語やロータリー独自の表現が
多々あろうかと思います。それを先輩に聞いてみ
ても、人によって言うことがバラバラ。聞けば聞くほ
ど逆に何が何だかさっぱりわからなくなり、ストレス
をため込んでしまっている人はいませんか？私も
かつてそんな経験をし、こんなはずじゃなかったの

　８月２４日(月) 
　『自　己　紹　介』
　　
　國司　真相　会員
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・天ぷら（海老、キス、季節野菜）
・お造り（鮪、サーモン、炙りイカ）
・煮物（豚角煮、煮卵、信田煮）

幹　事　報　告

メ
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にと悩んだ時期がしばらくありました。しかし３年目
にクラブで職業奉仕委員長を拝命し、地区のセミ
ナー等に何度か出席しているうちに、少しずつ
ロータリーのことが理解できるようになりました。ま
た入会５年目に幹事を仰せつかり、会長のもと、ク
ラブ運営についての勉強をさせて頂くことにより、
さらにロータリーに対する理解が深まりました。また
その年度は、わがクラブからクラブ創設以来初め
てガバナーを輩出する年も重なり、地区幹事として
数々の地区行事の立案や参画などの経験もさせ
て頂き、クラブだけでなく国際ロータリーや地区に
対する理解も深めることができました。本を読んだ
り、人の話を聞くこともロータリーを理解する上では
大切ですが、やはり何事も経験することが理解へ
の近道であると感じました。
　さて、そんな中で来年度はわがクラブにとって大
きな地区の事業が内定いたしております。それは
「ロータリー青少年指導者養成プログラム」、いわ
ゆるRYLA(ライラ)の開催であります。
　RYLAは、1971年にRI理事会で採択されたプロ
グラムで、インターアクター、ローターアクター、
ロータリアン、および一般の青少年の指導力を開
発するものであります。
　当2660地区では18歳から30歳を対象としてお
り、目的は地域社会の若い人々の指導力および
善良な市民としての資質や個人の能力を伸ばす
ことにロータリアンが直接関与できる特別な機会を
設けることであります。
　中でも当地区では「ロータリーパパ制度」を設
け、研修期間中青少年と寝食を共にし、彼らに
ロータリーを伝え、彼らの考え方などを聞き、一緒
に考えています。今年度中には実行委員会を立
ち上げ、準備に取りかからねばなりませんが、わが
クラブとしては初めての事業ですので全員参加で
一丸となって取り組む必要があります。
　特に新入会員の皆さんにおかれましてはロータ
リーをより深く理解する上ではきっと貴重な経験に
なるはずです。時期がまいりましたらお声掛けをい
たしますので是非、積極的なご参加をよろしくお願
致します。

　８月３１日(月) 
　『納涼移動例会』
　　～浪 曼 路～
　 親睦活動委員会

　９月　７日(月) 
『 自己紹介と税の話その１ 』       』
　　
　 乾　禎則　会員

・若鶏柔らか煮、小蕪の肉味噌掛け
・秋刀魚の塩焼き、イカのトロロ和え
・ご飯、香の物、汁物

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　韓　  妍嬌 様



　本日は、縁あって卓話をさせていただく事になり
ました。よろしくお願いいたします。
　私は、神戸で生まれましたが、すぐに石橋へ引っ
越してまいりました。生まれながらにしてぜんそく
持ちで、専門医にかかっておりました。体質改善
のため週に一度筋肉注射をしなければならず、子
供にとっては大変辛い事でした。注射は6歳の頃
から10年ほど続けましたが、コツコツと長く続ける
事の大切さを学んだような気がします。
　さて、現在代表を務めております「龍史堂」は昭
和30年頃、祖父が創業いたしました。私が龍史堂
で働き始めたのは昭和55年からです。当時の事務
所は伊勢屋さんからお借りしておりましたので、35
年以上も前から松室会長とは、ご縁があったという
事になります。
　趣味は、高校の時に活動していたバンドのメン
バーと50歳を機に復活し、7人みんなで音を出して
楽しんでおります。30数年の時を経てまた一緒に
音楽ができるという、彼らとも本当に縁があるなあと
感じます。
　これからも池田くれはロータリークラブの皆様を
はじめ、縁というものを大切にしていきたいと思い
ます。本日はありがとうございました。

　　　「自　己　紹　介」
　　　　今井卓哉会員

卓　　　話

●ロータリーの友より

今月は会員増強・拡大月間です。仲間を増や
すにはまず現状を知る、ということでデータ
で世界の会員数等についてご紹介されています。

Ｐ１０

総合会員数国別ランキング
（２０１５年６月現在）
１　位　アメリカ　３２９.２６０名
２　位　インド　　１３１.３００名
３　位　日本　　　　８７.３８０名
４　位　韓国　　　　６０.８０９名
５　位　ブラジル　　５４.９３３名
６　位　ドイツ　　　５３.９３３名
７　位　イタリア　　３９.６６３名
８　位　イギリス　　３９.６６２名
９　位　台湾　　　　３２.８３３名
１０位　フランス　　３２.１７９名

Ｐ８-９

世界の１クラブあたりの平均会員数
（２０１５年５月現在）

１　位　スイス　　　　６０名
２　位　ドイツ　　　　５１名
３　位　スウェーデン　４８名
４　位　イタリア　　　４７名
５　位　台湾　　　　　４６名
６　位　アメリカ　　　４３名
７　位　グアム　　　　４１名
８　位　日本　　　　　３９名
９　位　韓国　　　　　３８名
９　位　インド　　　　３８名

世界の女性会員の割合
（２０１５年５月現在）

１　位　ミクロネシア　５２.３８％
２　位　インドネシア　４３.８４％
３　位　エジプト　　　３８.９８％
４　位　ロシア　　　　３７.３１％
５　位　タイ　　　　　３４.４５％
６　位　南アフリカ　　３０.８２％
７　位　台湾　　　　　３０.７８％
８　位　カナダ　　　　３０.５２％
９　位　フィリピン　　２８.９８％
１０位　アメリカ　　　２７.９１％
参考　　日本　　　　　　５.３４％

また、「ロータリーは例会出席から」と言わ
れます。会員の親睦に重要な役割を果たす例
会の食事。食事内容から経費節減まで、さま
ざまな工夫を凝らしているクラブの「ちょっ
と変わった（？）」例会の食事エピソードを
見ているだけでおなかがすく「おいしい写真
」とともに紹介されています。

Ｐ１２-１６

東京東村山ＲＣ　「メークアップお待ちして
います！木曜第３例会はうどんの日」

水戸西ＲＣ　「百貨店内ならでは！物産展特
製弁当」

名寄ＲＣ　「起源は２０年以上前？みんなで
囲む、煮込みうどんとおにぎり」

赤穂ＲＣ　　「普段は会議の場所で」

川本ＲＣ　「家庭的にもてなすスタイルがク
ラブの文化」

多治見リバーサイドＲＣ　「一句“例会の　
食事も楽しむ　ロータリー”」

京都平安ＲＣ　「ホテルは食事代のみ、事前
予約とチケット制で会費の無駄を省く」



２０１５－２０１６年度

クラブ米山奨学委員長、会長エレクト、幹事、

カウンセラー研修会　報告

米山奨学委員会　副委員長

田中隆弥（池田くれはＲＣ）

日時：２０１５年７月１８日（土）　１４：００～１６：３０

会場：大阪ＹＭＣＡ会館２階大ホール

　２０１５－２０１６年度　クラブ米山奨学委員長、会

長エレクト、幹事、カウンセラー研修会を立野純三

Ｇ、岩田宙三ＰＧ、岡部泰鑑ＰＧ、高島凱夫ＰＧ、

福家宏ＰＧ、松本進也ＧＥ、片山勉ＧＮ、ＡＧ、研

修委員、危機管理委員長及び各クラブの会長エ

レクト、幹事、米山奨学委員長、カウンセラー他、

総勢約１７０名の参加のもと開催致しました。

　立野Ｇのご挨拶に続き、公益財団法人ロータ

リー米山記念奨学会評議員の岩田ＰＧにご挨拶を

頂きました。次に岩津陽介危機管理委員長より青

少年ボランティア誓約書について説明がありまし

た。

　地区米山奨学委員会福田治夫委員長の挨拶と

報告では、まず前年度の当地区の寄付金額が

前々年度に比べ増額となり、全国の地区の中で第

3位であったことに対して感謝申し上げました。次

にバズセッションの２つのテーマについての趣旨

説明を致しました。特に世話クラブ複数化（世話ク

ラブ、コ・世話クラブ）については、初めての試み

であるため、必ずしも導入に向けてではなく、ヒント

集のようなものを作成するための討論であることを

強調しました。

　３０分間のバズセッションの後、１０分間の休憩を

はさみ、約１時間に及ぶ発表コメント（抜粋）は以

下の通りです。

【バズセッションテーマ】

★会長エレクト・幹事・委員長グループ

『世話クラブ、コ・世話クラブの導入について』

～全クラブが奨学生受入れに当たり国籍・性別・

学校をこだわらないようにするには？～

①奨学期間が２年間の場合、２つのクラブで１年ず

つ世話をすることは良いと思う。

②奨学生を受入れると、米山奨学事業に対する意

識が変わるので、世話クラブ、コ・世話クラブの導

入により受入れるクラブが増えることは良いことだと

思う。

③世話クラブが複数になると奨学生の負担が増え

るように思われるので、世話クラブ複数化は反対

である。

④世話クラブの責任の所在が曖昧になるので、世

話クラブは複数にならない方が良い。

⑤国籍や性別にこだわることは、ロータリアンとし

てふさわしくない。

⑥受入れたい国籍と受入れたくない国籍はある。

過去に受入れた奨学生が反日運動をしていたの

で、現在でもその国籍の学生に対して違和感があ

る。

★カウンセラー・委員長グループ

『奨学生との接し方』

～奨学生の例会出席の奨励方策や奨学生へ

様々な配慮する事項～

①ほぼ毎回の例会に出席している。ロータリアンと

のコミュニケーション能力も問題ない。

②英語しか話せないので一部の会員しかコミュニ

ケーションが取れない。

③食事等で宗教的な問題が出てきているので配

慮している。

④本人の努力は認めるが、論文作成時期になると

多忙となる学生が多い。

　質疑応答の後、地区米山奨学部門顧問の高島

ＰＧより講評を頂き、本日の研修会を無事終えるこ

とができました。国際人材育成事業とも考えられる

米山奨学制度の充実のため、一年間どうぞよろし

くお願い申し上げます。

ガ　バ　ナ　ー　月　信

●ロータリー用語便覧より
ガバナー月信とは

ガバナーは、地区内の各クラブ会長およびクラ
ブ幹事と、少なくとも月に1度、連絡を取る義
務がある。ガバナーによるこの月信は、クラブ
のリーダーに地区や国際ロータリーに関するニ
ュースやお知らせを伝える主な手段となるため
重要なものである。月信は、電子ニュースレタ
ー、ビデオメッセージ、地区ウェブサイトのリ
ンクをEメールで送るなど、さまざまな形で発
信できる。



出　席　報　告

前々々例会　７月１３日分のメークアップ
岡本会員　　　　７月６日理事会出席

ニ　コ　ニ　コ　報　告
(コメントなし）
池田ロータリークラブ
小島会長をお迎えして
コルネットさん、生
ビールごちそう様でし
た。
池田RC会長様　ようこ
そおいで下さいまし
た。
広島ｶｰﾌﾟ、巨人に三連
勝バンザイ。妻がいっ
てました。
地区の国際奉仕委員会
に出席しました。
おつかれさまです！！
本日卓話です。よろし
くお願いします。　
十三の花火大会きれい
でした。今週の猪名川
花火大会も晴れるとい
いですね！
会社の年間表彰で妻と
海外へ行ってきまし
た。２７年ぶりのシン
ガポールです。

池田RC会長小島 治 様
松室　利幸　会長　…

服部　潤承　幹事　…

山内　邦夫　会員　…

正岡　　哲　会員　…

奥村　雅一　会員　…
今井　卓哉　会員　…

乾　　禎則　会員　…

沢田　武司　会員　…

1394 回 1391 回

Ａ 会員数 34 名 34 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 27 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 8 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 18 名 19 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ７０．００％ ７７．４２％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年8月10日 2015年7月13日

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

合計　25,500円 総合計 188,500円

委　員　会　等　報　告

幹　事　報　告

①池田RCより、公開特別講演会の案内が届い
　ております（会長宛）。
　本日、出欠の回覧を致します。

②８月１４日（金）は、事務局休暇です。

③９月度例会出欠の回覧を致します。

④会員名簿の確認をお願いします。
　回覧を致します。

⑤８月３１日（月）の移動例会の出欠の回覧
　を致します。

⑥来週８月１７日（月）は、例会休会です。

①親睦活動・出席・歌唱小委員会
　８月３１日の移動例会は豊中市の浪曼路に
　て開催します。
　送迎バスは、
　行きは池田市役所前１７：３０発、
　市民文化会館前１７：４５発です。
　帰りのバスもあります。
　本日出欠の回覧を致します。

第 ２ 回 理 事 会 議 事 録

日時　２０１５年８月３日
      １７：００～１７：４０
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　
　　　　　2014～2015年度　決算報告書
　　　　（案）承認の件
　　　　　　承認

第２号議案　
　　　　　池田市観光協会会費納入承認の件

　　　　　会費としてクラブ活動渉外費よ　
　　　　　り10,000円拠出する。
　　　　　　承認

第３号議案　
　　　　　卓話当番予定者変更承認の件

　　　　　9月28日　高原誠一郎会員から
　　　　　山内邦夫会員へ変更
　　　　　11月30日　プログラム委員会から
　　　　　高原誠一郎会員へ変更
　　　　　2月8日　山内邦夫会員から
　　　　　ＲＹＬＡ準備委員会へ変更　
　　　　　　承認

依頼事項
（１）例会における委員会等報告について
　　　事前に幹事の承認を得てから司会者に
　　　申し出る。

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　韓　  妍嬌 様
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