
平成２７年９月１４日 第１３９８回例会 №１３９７

会長の時間 会長　松室　利幸

　ロータリアンの三大義務は、ご存じのように、「例
会の出席」「会費の納入」「ロータリー雑誌の購読」
です。
　その中でも例会に年間を通して皆出席すること
は至難の業です。しかしながら我がクラブでも昨年
度皆出席の会員が多数いらっしゃいました。皆さ
んはどのようにされているのでしょうか。その秘密
は、メークアップ、すなわちホームクラブの例会は
何らかの事情で出席できなかったけれども、他クラ
ブの例会等に出席することによってホームクラブの
例会に出席したものとして認められる制度です。
　メークアップ“Make-up”、英和辞典を引くと、多く
の意味が並んでいます。「化粧をする」「決算、精
算する」「取り戻す」など。そして、あるかたちのもの
をほてん補填したり、帳尻を合わせたり、といった
ニュアンスの言葉であることに、気づくでしょう。前
述のように、どうしても仕事の都合などで例会に出
席できない場合、それを補うために、他クラブの例
会などに出席するのが「メークアップ」。日本語で
言えば、「出席補填」ということになります。 　
　他クラブの例会など？　「など」ということは、メー
クアップは、ロータリークラブの例会以外であって
も、できるのですか？ はい、できます。新会員の皆
さまにとって身近なところでは、地区大会への出席
が、挙げられるでしょう。そのほかにも、標準ロータ

幹　事　報　告
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リークラブ定款第9条によれば「（2）ローターアクト・
クラブ、インターアクト・クラブ、ロータリー地域社会
共同隊、ロータリー親睦活動、仮ローターアクト・ク
ラブ、仮インターアクト・クラブ、仮ロータリー地域
社会共同隊、仮ロータリー親睦活動、の例会に出
席すること、または、（3）ＲＩ国際大会、規定審議
会、国際協議会、ＲＩ元並びに現役員のための
ロータリー研究会、ＲＩ元、現ならびに次期役員の
ためのロータリー研究会または、ＲＩ理事会または
ＲＩ理事会を代行するＲＩ会長の承認を得て招集さ
れた他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、ＲＩの
委員会会合、ロータリー地区大会、ロータリー地区
協議会、ＲＩ理事会の指示の下に開催された地区
会合、地区ガバナーの指示の下に開催された地
区委員会、または正式に公表されたロータリークラ
ブの都市連合会に出席すること」(『手続要覧2010
年』P251)と、あります。
　さらに近年ではEクラブというWEB上で例会を開
催されているクラブの例会に出席してもメークアッ
プと認められるようになりました。ただ注意しなけれ
ばならないのはメークアップとして認められるのは
標準ロータリークラブ定款第9条によると「例会の
定例の時の前14日または後14日以内に」とありま
す。従って、出席できないことがあらかじめわかっ
ている場合には、前もってメークアップを済ませて
おく、ということもできます。

　９月２８日(月) 

ゲストスピーカー

池田市長　小南修身 様　

担当　山内　邦夫　会員
　　

・和風鴨ロース煮、大根とｽﾙﾒｲｶの煮物
・ノルウェーサーモン照り焼
・ご飯、香の物、蜆汁

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　韓　  妍嬌 様

　　９月１４日(月) 
 『ガバナー補佐訪問』
　　　　（クラブ協議会）
　国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　西宮富夫様   

　９月２１日(月) 
　
　　例会休会

・生ハムオニオン、牛ヒレカツ
・コーンスープ、ミックスサラダ
・パン、コーヒー

委　員　会　等　報　告

①細則検討特別委員会
　池田くれはロータリークラブ細則の改正案を本
　日開催の理事会に上程し承認されました。主な
　改正案は以下の通りです。
　・会場監督を理事会メンバーとする。
　・会計監事を新設する。
　・特別委員会等を細則に明記する。
　なお、クラブ細則第１８条に基づき、今週中に
　各会員にクラブ細則改正案を送り、定足数の出
　席する任意の例会を９月２８日とさせて頂きます。
②社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会
　本日例会終了後、委員会を開催します。

　

次　

週



【自己紹介】
①生い立ち
   S40.4.29昭和天皇誕生日 に池田市で誕生。
家内も同じ誕生日で禎則・貴子ともに皇族の
名前から名付けられたと聞いています。

②経歴
池田市立呉服小学校、池田市立池田中学校、
大阪府立桜塚高等学校、近畿大学 農学部→ア
ルバイト→税理士事務所勤務→H4.9.20に高校
の同級生の家内と結婚→一般企業（夜は専門
学校に通学）→試験合格→独立

③家族構成
妻、長女 大学3回生、 長男 大学1回生、愛犬
ビーグル11才

【税金のお話】
　本来は寄付金控除とふるさと納税のお話を
する予定でしたが、当日、喜寿のお祝いの話
を聞き、年齢的にもう少し皆さんの関心が高
い話の方が良いかと、急遽内容を変更しました。
　本年1月から相続税の課税最低限額である基
礎控除額が6割になり、3,000万円+600万円×
法定相続人の数に変更になりました。
　相続財産とは不動産や預貯金などが課税対
象になりますが、具体的に所有されている自
宅や老後のために貯蓄されている預貯金を合
わせると、直ぐに課税される恐れがあります。
　また、相続税が発生する方昨年までは4〜5%
であった割合が7〜8%に上昇するのではないか
と言われています。普段あまり意識されてい
ないと思いますが、不動産や預貯金以外でも
ご自身の会社の株式や貸付金も課税対象にな
りますので、注意が必要です。
　一度、相続税を試算される事をお勧めいた
します。

　「自己紹介と税の話その１」
　　　　乾　禎則　会員

卓　　　話

９月結婚記念日お祝い

乾　禎則・貴子　ご夫妻　
　　平成4年9月20日

委　員　会　等　報　告

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。

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。

ニ　コ　ニ　コ　報　告

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…
SAA 溝口正孝会　員…

岡本　厚　  会　員…
吉井　順子　会　員…

長嶋　貞孝　会　員…
奥村　雅一　会　員…

石田　貴子　会　員…

青井　秀浩　会　員…

土田名央未　会　員…

乾　　禎則　会　員…

ちょっといいことあ
りました。
欠席・誕生日　家内
の誕生月です。歳は
秘密です。
納涼例会ご苦労様で
した。
誕生日
料亭上野での親睦納
涼移動例会　ほっぺ
が落ちるほど美味し
かった。石焼のﾋﾟｻﾞ
も。二次会とっても
素敵な会場で満足し
ました。卓話頑張れ。
誕生日
やっと涼しくなりま
したネ。
喜寿を迎えました。
移動例会ありがとう
ございました！！
バッジ忘却　すみま
せん。秋ですね。
誕生日　丁度半世紀
となりました！！
秋風が吹きはじめま
した。　お風邪に気
をつけて。
卓話当番です。ろー
まんる　にて移動例
会でﾋﾞﾝｺﾞ1等賞あた
りました。

合計　53,000円 総合計 318,500円

①本日１７：００より第３回理事会を開催しました。
②東大阪ロータリークラブより、２０１５－２０１６
　年度「少年少女ニコニコキャンプ」登録の御礼並び
　に無事終了のご報告が届いております（会長、加藤
　委員長宛）。
③９月分のロータリーレートは、１ドル＝124円です。
④ロータリーの友地区委員より、『ロータリーの友』
　誌９月号推奨記事と関連事項の紹介が届いておりま
　す（会長、中西委員長宛）。
⑤大東ロータリークラブより、卓話のお礼が届いてお
　ります（田中直前会長宛）。
⑥地区広報委員会より、MyRotary登録に関するセミナ
　ーの案内が届いております（幹事、中西委員長宛）。
⑦池田くれはロータリークラブのホームページが完成
　しました。従来のふくまるタウンと併用します。リ
　ンク希望者は青井会員まで。
⑧来週９月１４日１７：００よりコルネットにて第１
　回クラブ協議会を開催します。各委員会委員長は必
　ず出席の上、今年度の活動計画を発表してください。
　なお、全会員にＦＡＸで案内をしておりますが、　
　特に新会員の出席を希望します。また、当日は西宮
　富夫ガバナー補佐がご出席の予定です。
⑨長嶋会員に喜寿のお祝いをし、記念品を贈呈します。

幹　事　報　告

委　員　会　等　報　告



　9月は「ロータリーの友」月間です。2660地
区ガバナー及びロータリーの友地区委員より9
月号推奨記事及び2660地区関連記事などの案
内が届いておりますのでご紹介させていただ
きます。

１）ロータリーの友・9月号推奨記事　
　　　　　　　　　　　　　　※推奨記事順
■　8ページ・・・ロータリーの友の創刊に関
わられたお歴々が、創刊後25年目に創刊回顧
座談会を開催されて、「友」創刊までこぎ付
けられた経緯を、御苦労話しを含めて、忌憚
ない座談を繰り広げられています。よくぞ、
37年前の座談会録が残っていたことに驚くと
共に、先輩方の素晴らしさに感銘を受けま
す。謄写版か活版か、から始まり、カナモジ
か平仮名か、横組かみか縦組みか、費用は50
円か100円か、などなど、喧々諤々の議論がな
された様子が、手に取る様に判ります。
ちなみに、大阪ロータリーの初期は漢字カナ
文字でしたので、星野ガバナーの主張は頷け
ます。そして、「友」の原点は「主婦の友」
か「ビールの友」かの議論や、ロータリーの
友が「No　Friend」と云う話は笑えるエピ
ソードです。
この様にして出来上がった「友」が今日まで
脈々と受け継がれ、進歩してきたことに思い
をはせ今後も継続していかねばならないと、
思わせてくれる記事です。ただ、柏原孫左衛
門PGが「私は現状で結構だとおもいます。ま
あいろいろ言われているけれど、どんな工夫
をしても読まない人は読まないんでね」と、
仰っていますが、これは重たい御発言として
承りたいご意見です。なお、11ページに「友
」の二神編集長が友の未来について、きらり
と光る示唆を書かれています。

■　3ページ・・・RI会長メッセージ「ロータ
リーグローバルリワードで賢く働く」という
記事ですが、会長は、私たちはこれまでの20
年間で会員増強を声高に訴え増やすことだけ
に注力してきたが、会員数は横ばいのままに
止まっている。今、考え行動すべきは「もっ
と会員を入れるためにはどうすればよいか」
ではなく「ロータリーの会員であることの価
値をどう高められるか」を問うべきと主張さ
れています。
そうです、増強の「強」すなわち「質」を高
めようと言っておられます。この御意見に
は、大賛成で御座いますが、そのために
「ロータリーグローバルリワード」で賢く働
こう、という呼びかけには、何故か少し違和
感を覚えるのです。
これで「Be a gift to the world」に繋がるの
でしょうか？　そして、それは「職業奉仕」
と言うロータリーの理念に合致するのでしょ
うか？私はしばらくグローバルリワードの推
移を見定めたいと感じていますが、皆様は如
何でしょうか？

■　34ページ・・・「活用されるSNS（ソー
シャル・ネットワーキング・サービス）」と
題しまして、書かれていますが、例えば、国
際ロータリー（RI）のウェブサイトの中の
「My Rotary」にアクセスしますと、ロータ
リーに関する情報や資料を何でも入手できま
す。しかし、世界のロータリアン達は、それ
ぞれSNSを活用して、ロータリーに関する情報
のやり取りを自由に展開しています。写真を
撮り自分の感想や考えを書き入れて、フェイ
スブック等に気軽に掲載して交流を図ってい
ます。我々など古い年代の者には考え難いよ
うな情報交換を、リアルタイムでスイスイと
行っています。確かに、実際にやってみます
と意外に簡単に出来るのですが、英語も苦手
だし・・・？

■　73ページ・・・阪神・淡路大震災から20
年、新潟県中越地震から11年、時間と共に忘
れられていく記憶、東日本大震災からも早や4
年が経ちました。陸前高田にある気仙大工左
官伝承館の語り部・武蔵裕子氏がとつとつと
語る大震災の状況が、胸を打ちます。我々も
テレビで見ていた、忘れられない津波の状況
も、武蔵さんと同じ様に「記憶の色彩は白黒
」。胸が痛みます。支援の継承の大事さが思
い知らされる記事です。（2520地区・花泉RC
主催のIM記念講演から）

■　32ページ・・・「米山事業の基礎知識」
ですが、９月は財政状況が詳しく出ていま
す。リーマンショック以来資産を取り崩しな
がら運営してきたことや、資産の運用益の回
復、歳出の削減、寄付金の増額などによっ
て、財政が立ち直ったことが判明して、安心
させられます。今後も脈々と人づくりを継承
していかねば、と思わしてくれる記事です。

（２）２６６０地区関連記事

・40ページ　事務所住所変更、
　　　　　　例会時間変更情報。

・54～55ページ
　ロータリー俳壇　
　　　東　大　阪　東・・・・・島　侑才
　ロータリー柳壇　　
　　　大　　阪　　西・・・・・鴨谷瑠美子
　　　大阪東淀ちゃやまち・・・小坂克彦

（３）  その他注目記事
・35ページ　
　パズルは月を追うごとに、少しずつ難しい
　問題になっていきます。
・58ページ　
　友愛の広場
　　「奥深いThe Object of Rotary」
・64ページ　
　友愛の広場
　　　「ギフトになろう」

以上です。

「ロータリーの友」より



出　席　報　告

前々々例会　８月１０日分のメークアップ
高原会員　　８月１２日　ワールド大阪ロータリーＥクラブ例会出席
田上会員　　８月２４日　軽井沢ロータリークラブ例会出席

第 ３ 回 理 事 会 議 事 録

池田くれはロータリークラブ細則
改正（案）承認の件

（１）第２条　会場監督を理事会
　　　メンバーとする。
（２）第４条　会計監事を新設す
　　　る。
（３）第１２条　特別委員会等を
　　　新設する。
　　①会長指名委員会
　　②細則検討委員会
　　③戦略検討委員会
　　④歴代会長会議（文言修正）
第１８条に基づき改正案を各会員
に郵送し定足数の出席する任意の
例会（9月28日の予定）において
賛否を問う。
承認

ＲＹＬＡ実行委員会組織（案）承
認の件

松室利幸　会長
藤原史郎　会長エレクト
田中隆弥　直前会長
新谷秀一　パスト・ガバナー
池田吉清　実行委員長
岡本　厚　副実行委員長
岸添広一　副実行委員長
青井秀浩　副実行委員長
今井卓哉　副実行委員長
各担当小委員会については後日改
めて決定する。
承認

秋の上級ライラ登録承認の件
登録料６，０００円で３名の登録
を承認し　青少年奉仕委員会より
拠出する。
なお、２泊３日のライラ期間は、
田中直前会長、青井会員、今井会
員が下見を兼ねて参加する。
承認

８月３１日納涼移動例会事業報告
承認の件
承認

１０月２５日家族移動例会事業計
画承認の件
事業計画については承認　
事業予算については後日持回り理
事会を開催する。
承認

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　韓　  妍嬌 様

委　員　会　等　報　告

喜 寿 の お 祝 い　

９月お誕生日　お祝い

1397 回 1394 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 9 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 18 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 3 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ８３．８７％ ７６．６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年9月7日 2015年8月10日

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

名

 5

審議事項
第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案

第５号議案

日時　２０１５年９月７日17:00～18:00
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


