
平成２７年１０月５日 第１４００回例会 №１３９９

会長の時間 会長　松室　利幸

　いよいよ10月になりました。今年度もスタートして
早いもので4分の1が経過致しました。今日は国際
ロータリー第2660地区立野純三ガバナーの公式
訪問です。
　ガバナーの重要な任務の一つに、個々のクラブ
あるいは複数合同の例会への公式訪問があります。
その目的は
①ロータリーの主要問題に焦点当てて関心を持た
　せること、
②弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払
　うこと、
③ロータリーの意欲をかきたてて奉仕活動に参加
　させること、
④顕著な貢献をした地区内のロータリアンをガバ　
　ナー自らが表彰すること、です。
（ロータリーの心と実践2015年版より）

　言い換えればRI会長の本年度の方針や地区の
方針をガバナー自身から直接お話をお聞き出来
る、年に一度の貴重な機会です。
　立野ガバナーのプロフィールはロータリーの友7
月号やガバナー月信７月号に詳しく掲載されてお
りますが、簡単にご紹介させて頂きます。

国際ロータリー第2660地区
ガバナープロフィール
立野　純三（たての　じゅんぞう）

【生年月日】　1947年3月8日
【職　　業】　株式会社ユニオン　代表取締役社長
【職業分類】　金物製造

　　　　　　　　

幹　事　報　告　１０月１２日(月) 

　　　体育の日

　　　例会休会
　　

ガバナー補佐　西宮富夫様

委　員　会　等　報　告

【ロータリー歴】
大阪ＲＣ入会：1989年7月28日/２５年在籍
　1993年　ローターアクト委員会委員長
　1996年　クラブ幹事
　2004年　プログラム委員会委員長
　2005年　ロータリー財団委員会委員長・理事
　2008年　社会奉仕委員会委員長・理事
　2010年　会員増強委員会委員長
　2013年　会長
【第2660地区】
　1994年　地区ローターアクト委員
　1995年　地区ローターアクト委員
　2001年　地区代表幹事

　今ロータリーは世界中200以上の国と地域にクラ
ブ数34,823、会員数1,207,102人（2015年2月28日
ＲＩ公式発表）に達しております。その連合体が国
際ロータリーと称しますが、日本では2,287クラブ、
会員数89,322人（2015年4月末現在）、そして34の
地区に分かれ活動が行われております。すなわち
日本にはそれぞれの地区のリーダーとして34人の
ガバナーがおられるわけです。任期はクラブの会
長と同様1年です。ガバナーになるためには、国内
でのガバナーエレクト研修や、今年は１月にアメリ
カ・サンディエゴで開催された国際協議会でガバ
ナーエレクトの研修会を受けなければなりません。
また任期中には地区大会やＩＭをはじめとするガ
バナー主催の地区行事も多くあり、またそれに加
え地区内のクラブへの公式訪問など大変ご多忙な
日々を過ごされております。今日は、会員の皆さ
んと共に立野純三ガバナーをお迎えし、ロータ
リーへの理解をより一層深めさせて頂きたいと存じ
ます。

　

次
週

　１０月１９日(月) 

　『逆転の発想』

前豊能税務署長 税理士 新田 実様　

  担当　内村　昭　会員
　　

　１０月５日(月) 

　ガバナー公式訪問

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2660地区

ガバナー　立野純三様
　　

①本日は、当クラブ細則改正のための定足数
　の出席する任意の例会となっております。
②地区米山奨学委員会より、米山奨学生ふれ
　あいスピーチコンテスト実施の案内が届い
　ております（会長、大塚委員長宛）。
③国際ロータリー日本事務局より、経済と地
　域社会の発展月間　リソースの案内が届い
　ております（会長宛）。
④来週10月５日は、ガバナー公式訪問です。
　皆様、ご出席のほど、よろしくお願い申し
　上げます。
⑤地区ガバナー・エレクトより、次年度のガ
　バナー公式訪問に関するアンケートが届い
　ております（藤原会長エレクト宛）。
⑥「東日本豪雨災害」義捐金のお願いが届い
　ております（会長、幹事宛）。
⑦１０月のロータリーレートは、１ドル＝１
　２０円です。
⑧第２８回全国ローターアクト研修並びにア
　ジア太平洋地域ローターアクト会議登録の
　案内が届いております（会長、幹事、加藤
　委員長宛）。

ビ　ジ　タ　ー

立野純三ガバナー　ようこそお越しくださいました。

松室　利幸　会長…
服部　潤承　幹事…
田中　隆弥　会員…
吉井　順子　会員…
溝口　正孝　会員…
山内　邦夫　会員…
奥村　雅一　会員…
石田　貴子　会員…
土田　名央未会員…

小南市長をお迎えして。
小南市長様　ようこそおいで下
さいました。
今井さん、お世話になりまし
た。小南池田市長をお迎えし
て。
ﾊﾞｯｼﾞ忘却
親愛なる小南修身市長　様市民
の森　昨年6月ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行
いました。府のみどり課は、東
京にまけない緑の多い大阪にす
るとの事。五月山を花と緑いっ
ぱいに頑張ってます。まかして
下さい。
卓話当番　皆様よろしく
小南市長　お忙しい中ありがと
うございます！！
やっと仕事が片づきました。お

合計　22,000円 　総合計 372,500円

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　韓　妍嬌 様

　

　

次
回
の
卓
話

池田くれはロータリークラブ第１４００回記念例会



出　席　報　告

前々々例会　８月３１日分のメークアップ
服部　会員　８月１９日　　地区社会奉仕委員会出席

ニ　コ　ニ　コ　報　告

委　員　会　報　告

1399 回 1396 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 8 名 2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 19 名 25 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 6 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ７５．００％ ９６．９７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年9月28日 2015年8月31日

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

卓　　　話

「池田市の最近の情勢」
池田市長　小南修身 様　

ビ　ジ　タ　ー

池田市長 　   小南 修身 様

池田市長秘書　高木 勝治 様

米山学友　    鍾　 允順 様

米山奨学生　  韓　 妍嬌 様

１０  月  の  お  誕  生  日

今井　卓哉　会員　昭和３７年１０月２４日
石田　貴子　会員　昭和４０年１０月　３日
内村　和美　　様　          １０月　４日
岡本　尚子　　様　          １０月１１日
青井　奈緒　　様　　　　　　１０月２２日

松室　利幸　会長…
服部　潤承　幹事…

田中　隆弥　会員…

吉井　順子　会員…
溝口　正孝　会員…

山内　邦夫　会員…
奥村　雅一　会員…

石田　貴子　会員…

土田　名央未会員…

小南市長をお迎えして。
小南市長様　ようこそおいで下
さいました。
今井さん、お世話になりました。
小南池田市長をお迎えして。
ﾊﾞｯｼﾞ忘却
親愛なる小南修身市長様　市民
の森　昨年6月ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行
いました。府のみどり課は、東
京にまけない緑の多い大阪にす
るとの事。五月山を花と緑いっ
ぱいに頑張ってます。まかして
下さい。
卓話当番　皆様よろしく
小南市長　お忙しい中ありがと
うございます！！
やっと仕事が片づきました。お
祝い！！
小南市長をお迎えして。

合計　22,000円 　総合計 372,500円

幹　事　報　告

①本日は、当クラブ細則改正のための定足数の出
　席する任意の例会となっております。
②地区米山奨学委員会より、米山奨学生ふれあい
　スピーチコンテスト実施の案内が届いておりま
　す（会長、大塚委員長宛）。
③国際ロータリー日本事務局より、経済と地域社
　会の発展月間リソースの案内が届いております
（会長宛）。
④来週10月5日は、ガバナー公式訪問です。皆様ご
　出席のほど、よろしくお願い申し上げます。
⑤地区ガバナー・エレクトより、次年度のガバナ
　ー公式訪問に関するアンケートが届いておりま
　す（藤原会長エレクト宛）。
⑥「東日本豪雨災害」義捐金のお願いが届いてお
　ります（会長、幹事宛）。
⑦10月のロータリーレートは、1ドル＝120円です。
⑧第28回全国ローターアクト研修並びにアジア　
　太平洋地域ローターアクト会議登録の案内が　
　届いております（会長、幹事、加藤委員長宛）。

「ロータリーの友」より
「ロータリーの友」10月号に国際ロータリー第
2660地区関連記事が以下の通り掲載されています。
ご一読ください。

「ロータリーは例会から」
・11ページ　大阪ネクスト・12ページ　大阪船場

・49ページ　ＲＯＴＡＲＹ掲示板
　事務所住所変更。（四条畷）

・64～65ページ
　ロータリー俳壇　　
　　　　　大阪心斎橋・・・米田文郎、西村拓
　　　　　大阪うつぼ・・・齊藤隆二　
　ロータリー柳壇　　
　　　　　大　阪　西・・・鴨谷瑠美子

・67ページ　卓話の泉。「パンのいわれ」　　　
　　　　　豊　中　南・・・吉田日士光


