
平成２７年１０月２５日 第１４０２回例会 №１４０１

会長の時間 会長　松室　利幸

　１０月の後半とは思えないような大変穏やかな
日々が続いております。今月の降水量も例年に比
べると非常に少なく、大阪府においても現在乾燥
注意報が発令されております。
　今日は日曜日ではありますが親睦活動委員会
主催の家族移動例会です。今日の移動例会は８
月に豊中の「浪漫路」で行った納涼移動例会に続
いて２回目ですが、今年度は引き続き１２月にクリ
スマス移動例会、１月に新年移動例会、４月に花
見移動例会とお楽しみが続きます。
　さて、今回は服部潤承幹事のお取り計らいで黄
檗山萬福寺の拝観並びに普茶料理を楽しませて
頂くことになっております。この場をお借り致しまし
て親睦活動委員会の皆さん並びに関係各位に心
から御礼申し上げます。
　さて、普茶料理（ふちゃりょうり）は、江戸時代初
期に中国から日本へもたらされた精進料理で、葛
と植物油を多く使った濃厚な味で、卓を囲み大皿
に乗った料理を各人が取り分けるのが特徴です。
代表的な普茶料理にとして胡麻豆腐があります。
普段はめったに頂くことは出来ない珍しいお料理
ですが、本日は皆さんとともに存分に味あわせて
頂きたいと思います。
　秋の一日を家族の皆さんと共々一緒に楽しみま
しょう。ちなみに皆さん、明日は例会はございませ
んのでくれぐれもご注意ください！

幹　事　報　告
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　　１１月２日(月) 

『ロータリー財団月間

　　　　　　　によせて』

  担当　新田　耕平　会員

・前菜盛合わせ、コーンスープ
・鰆と海老のキノコソース
・ミックスサラダ、パン、コーヒー

前号で、大塚会員の結婚記念日が
間違っておりました。
正しくは１０月２９日です。
ご迷惑をおかけしました事を深く
お詫び申し上げます。

委　員　会　等　報　告

　

次
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　 １０月２５日(日) 

　   家族移動例会

 黄檗山・萬福寺見学  

担当 　親睦活動･出席･歌唱小委員会
　　

①細則検討特別委員会
　本日例会終了後、委員会を開催します。

お詫びと訂正

　　１１月９日(月)

　　『自 己 紹 介』

  担当　沢田 武司　会員
　　

・蒟蒻の白和え、鯖の味噌煮
・野菜の天婦羅、蕪の蟹餡かけ
・白飯

卓　　　話
　　　　　　「逆転の発想」
前豊能税務署長　税理士　新田　実　様

　36年余り、マルサ（査察部）をはじめとして大阪
国税局でお世話になりました。実に金儲けに長け
た方々ばかりでしたが、何が違うのかを考えたとこ
ろ、逆転の発想があったように思いました。難しい
ことではなく、頭を柔軟に使ったのです。
　「多くの失敗が今回の賞に繋がった」と述べた
ノーベル賞を受賞した学者の例を出すまでもなく、
数多くの失敗もした人達でした。
　しかし、多くの経験を積みますと、知らず知らず
のうちに自分の中で、可能・不可能を瞬時に判断
してしまい、「そんなの絶対無理」と頭から否定して
しまいます。
　でも、人間には知恵があります。それを使わず、
行動すらしなくなってきている自分がいます。
　絶対に当たりのない状況で、見事当たりを引き当
てた少年の機知に富んだ考え方は、素晴らしいと
感動しませんか。
　今回の講演を聞いて、「思い込み」で少し硬く
なった頭を柔軟に使うことができるようになれば、
講師冥利に尽きます。

　



出　席　報　告

前々々例会　９月１４日分のメークアップ
　岡本会員　　９月７日　　理事会出席

西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして。
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　ようこそおい
で下さいました。
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　ご苦労様です。

我等のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を迎えて。
石田さんにトッテモええもンも
らいました。又、一つ若くなっ
たかナ？
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして
ｸﾗﾌﾞ協議会欠席しました。池田
副会長ありがとうございました。
欠席
おつかれさまです！！
結婚記念日　23回目の記念日です。
誕生日・欠席・遅刻　遅くなっ
てしまい申し訳ございません。
先日の分も含んでます。

松室　利幸　会員…
服部　潤承　会員…

池田　吉清　会員…
ＳＡＡ委員一同
溝口　正孝　会員…
吉井　順子　会員…

新田　耕平　会員…
岸添　広一　会員…

大塚　信彦　会員…
奥村　雅一　会員…
乾　　禎則　会員…
子安　丈士　会員…

1401 回 1398 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 4 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 24 名 23 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 5 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ９０．６３％ ９０．６３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年10月19日 2015年9月14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　23,000円 　総合計 211,500円

米山奨学生　韓　  妍嬌 様
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①親睦活動・出席・歌唱小委員会　
　１０月２５日（日）の移動例会は、８：１５に池田
　市役所前集合、８：３０出発後、次の予定です。
　　９：３０～１０：４５　宇治の平等院
　１１：００～１４：１５　黄檗山萬福寺（昼食）
　１４：４５～１５：４５　伏見稲荷大社
　１６：００～１６：３０　キザクラカッパカントリー
　１７：３０　池田市役所前到着
②ゴルフ同好会
　７ＲＣ親睦ゴルフ大会の出欠を再度回覧します。参
　加者は現在５名です。なるべく多くの参加をお願します。

日時　２０１５年１０月１９日　１７時～１８時
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　「東日本豪雨災害」義捐金拠出承認
　　　　　　の件
　　　　　　義捐金として３３，０００円を災害
　　　　　　支援プロジェクト特別会計より拠出
　　　　　　する。
　　　　　　承認

第２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３号議案　１０月２５日家族移動例会予算（案）
　　　　　　一部変更の件
　　　　　　国内旅行傷害保険５，６００円
　　　　　（＠２００円×２８名）を１０月２３
　　　　　　日までに近畿日本ツーリストに振込む。
　　　　　　承認

第４号議案　太鼓集団疾風（ＫＡＺＥ）への協力
　　　　　　金拠出承認の件
　　　　　　１５周年記念協力金１口１，０００
　　　　　　円のところ、１０口１０，０００円
　　　　　　をニコニコ積立金特別会計より拠出
　　　　　　する。
　　　　　　承認

第５号議案　市民の森をつくる会入会の件
　　　　　　会費（おそらく年間２，０００円）
　　　　　　が判明していないので継続審議。
　　　　　　次回理事会で承認する予定。　
報告事項　　
（１）ライラ実行委員会を１１月２日（月）
　　　例会終了後に開催する。
（２）亀甲優子事務局員が１０月３１日付で
　　　退職する。
　　　後任は次回理事会に上程する。

ニ　コ　ニ　コ　報　告
内村　昭　　会員…

正岡　哲　　会員…

新田　耕平　会員…
谷口　浩　　会員…

岸添　広一　会員…

奥村　雅一　会員…

石田　貴子　会員…
土田名央未　会員…

今井　卓哉　会員…
國司　真相　会員…
子安　丈士　会員…
ＳＡＡ委員会一同…

本日卓話当番宜しくお願い致しま
す。私は導入部分だけです。
台湾の桃園東ロータリーを訪問し有
交を深めてきました。
結婚記念日です。　
１０/１２～１０/１４台湾桃園ＲＣ
に出席して参りました。
伏尾ゴルフ・シニア選手権マッチプ
レー１回戦・２回戦・準決勝勝ち進ん
で来週は決勝です。ガンバリます。
みなさん、いろいろありがとうござ
いました。
無事に今日の例会参加できました。
お尻のご心配かけております。だい
ぶマシになってきました。
今月は１７回目の結婚記念日です！
欠席。
結婚記念日。
１０月５日ガバナー公式訪問、週報
の見出し。ようこそお越し下さいま
した。大きく書かれた歓迎文素晴ら
しかった。例会の司会。フルネーム
で厳格な運営、流石でした。立野純
三様を囲んだ写真、とっても素敵で
した。ありがとう。

合計　43,000円 　総合計 453,500円

米山奨学生　韓　妍嬌　様

幹　事　報　告

第 ４ 回 理 事 会 議 事 録

ビ　ジ　タ　ー
　　　　

前豊能税務署長　税理士　新田実　様

①本日１７：００より、第４回理事会を開催致しました。
②地区ガバナーより、公式訪問のお礼状と卓話原稿が
　届いております（会長、幹事宛）。
③地区青少年活動委員会より、２０１６－２０１７年
　度の春のライラのホストのお願いが届いております
（会長、藤原会長エレクト宛）。
④泉博朗直前ガバナーより、ロータリーデー表彰状が
　届いております（田中直前会長宛）。
⑤公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、山内
　会員に対しまして、『米山功労者第５回マルチプル』
　の感謝状が届いております。
⑥泉博朗直前ガバナーより、ロータリーフェスティバ
　ル開催のお礼と報告書が届いております（会長、幹
　事、田中直前会長宛）。
⑦池田市民カーニバルいけだ・いらっしゃい祭振興会
　より、協賛のお礼が届いております（会長宛）。
⑧地区ガバナーより、２０１６年≪ソウル≫国際大会
　の案内が届いております（会長、幹事、正岡委員長
　宛）。
⑨本日、１１月度例会出欠の回覧を致します。

委　員　会　報　告


