
平成２７年１２月１４日 第１４０８回例会 №１４０７

会長の時間 会長　松室　利幸

　過日１２月４日、５日に行われましたＲＩ
第２６６０地区　地区大会はいろんな意味で
記憶に残る大会となりました。
　１日目の水野正人ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎
晩餐会では、元大阪ＲＣ会員でＲＩ第２５８
０地区パストガバナーであり、東京オリン
ピック・パラリンピック招致委員会ＣＥＯを
勤められた水野正人氏から地区ロータリアン
へ心温まるメッセージを頂き、食事を共にさ
せて頂いたことに感動し、改めてロータリー
の輪の繋がりに感謝いたしました。
　また２日目には世界を舞台に活躍されてい
る日本を代表する若手音楽家、ヴァイオリニ
ストの庄司沙矢香さんとピアニスト小菅　優
さんとの夢の共演を楽しみ、午後からの特別
シンポジウムでは“究極の職業奉仕”「関西
発の医療イノベーション-最先端研究から創薬
へ」と題して、大阪大学名誉教授 岸本忠三氏
(大阪ＲＣ)と京都大学名誉教授 本庶佑氏の日
本を代表する研究者の方々のご講演を聞き改
めて職業奉仕について大勢のロータリアンと
共に考える良い機会となりました。
　また、本会議の中で表彰式が執り行われ、
前年度のロータリー活動に対し我がクラブが
ＲＩ会長賞を受賞する栄に浴し、クラブの歴
史に新たな１ページを刻むことができました。　 
　ロータリーは単年度制です。しかしながら
高潔で崇高なロータリー精神は不滅であり永
遠に受け継がれなければなりません。これか
らも奉仕の理想の実現のためクラブ一丸と
なって次の目標に向かって邁進して参りま
しょう。
　この地区大会を通じて、改めてロータリアン

であることの誇りを再認識するとともに大き
な感動を味わうことができました。
　本年度ＲＩ会長のテーマ　　　　　　　　
を自らが実践すべく、ホスピタリティー溢れ
るおもてなしを頂いたホストクラブである大
阪ＲＣの皆さんに心から御礼を申し上げたい
と思います。

メ
ニ
ュ
ー

　

次
々
週

　　 １２月２１日(月)

 　『クリスマス移動例会』

　　～ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ大阪～

  担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会
　　

米山奨学生　韓　妍嬌　様

米山学友　　鍾　允順　様

秋 の 上 級 ラ イ ラ

ビ　ジ　タ　ー

次
週

　　１２月１４日(月)

　『七転び八起き/自己紹介』

  担当　土田　名央未　会員
　　

　　１２月２８日(月)

 　　　 例会休会
　　

委　員　会　等　報　告

松室　利幸　会長…

服部　潤承　幹事…

池田　吉清副会長…

藤原　史郎　会員…

溝口　正孝　会員…

新田　耕平　会員…

加藤　光祥　会員…

中西　博之　会員…

大塚　信彦　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…

今井　卓哉　会員…

祝　ＲＩ会長表彰受賞　地区大会
へ多くの会員の皆様にご参加頂き
ありがとうございました。

１２月５日　地区大会本会議ご出
席おつかれさまでした。

残念でした！！

卓話当番です。よろしくお願いし
ます。

市長選残念至極。後一歩でした。
支援頂きありがとうございまし
た。折れない。とてもとてもつらい。

妻の誕生日です。

バッジ忘却　ゴメンなさい。

バッジ忘却　久しぶりに忘れました。

欠席おわび

地区大会よかったです。

バッジ忘却

今朝の池田市は雲ひとつない秋晴
れとなりました！

コメントなし

今月、家内の誕生日です。いつも
感謝しています♡

ニ　コ　ニ　コ　報　告

合計　33,000円 　総合計 669,500円

・白魚の天婦羅、鰤の照り焼
・豚の角煮　煮卵添え
・白飯、汁物、香の物

「Be a gift to the world」



卓　　　話

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

●ロータリーの特別月間とは

クラブだけでなく、ロータリアン一人
ひとりが、ロータリーの活動に参加す
るよう強調するため、国際ロータリー
（ＲＩ）理事会が指定した月間のこと
です。

　８月：会員増強
　　　　　・新クラブ結成推進月間

　９月：基本的教育と識字率向上月間

１０月：経済と地域社会の発展月間

１１月：ロータリー財団月間

１２月：疾病予防と治療月間

　１月：職業奉仕月間

　２月：平和と紛争予防
　　　　　　　　／紛争解決月間

　３月：水と衛生月間

　４月：母子の健康月間

　５月：青少年奉仕月間

　６月：ロータリー親睦活動月間

　１２月の特別月間は２００８年から

「家族月間」として行なわれていまし

たが、２０１５年より「疫病予防と治

療月間」（２０１４年１０月にてＲＩ

理事会決議にて決定）となりました。

　地域社会の医療従業者の能力向上、

伝染病の伝播を食い止め、非伝染病そ

れによる合併症を減らすための、疾病

予防プログラム、地域社会の医療イン

フラの改善、疾病の蔓延を予防するこ

とを目的とした地域住民への教育と地

域動員、疾病またはケガによって引き

起こされる身体障害の予防、疾病予防

と治療に関連した仕事に従事すること

を目指す専門職業人のための奨学金支

援を強調する月間とする、となってい

ます。

 

１２月結婚記念日お祝い

溝口　正孝・留　里ご夫妻　昭和59年12月28日

沢田　武司・三喜子ご夫妻　昭和63年12月11日 

　「疾病予防と治療月間」

　　 藤原　史郎　会員

　日本人の平均寿命は、２０１４年度女性

８６．８３歳、男性８０．５０歳と年々増加

しております。しかし、日常生活に制限のな

い健康寿命は、平均寿命と約10年もの大きな

ギャップがあります。いつまでも健康で生活

したいものです。

　本日は疾患予防と治療月間にあたり、日本

人の３大死因である悪性新生物、心筋梗塞や

脳梗塞などの心臓・脳血管疾患、肺炎につい

てお話させていただきます。

　悪性新生物；日本人のおよそ２人に１人が

ガンになるといわれています。男女問わず肺

癌・胃癌・大腸癌が死因の３大悪性新生物と

なっております。

　血管病変；近年、メタボリック症候群（内

臓脂肪型肥満）の検診が行われています。血

圧および脂肪・糖の代謝に関する検査です。

内臓脂肪型肥満は動脈硬化を招き、血管疾患

の危険性を増すといわれております。

　肺炎；肺炎による死亡者の約９５％は、６

５歳以上の高齢者であります。平成２６年度

より肺炎ワクチン接種の公費助成が受けられ

るようになりました。

　やはり検診は重要ですが、諸外国に比べて

も日本の受診率は大変低いです。皆様も積極

的に健康診断を受けられることをお勧めしま

す。

　痛い目に合うなら、治るうちに！！！　



　　　　　　　　　　　　
 　
①本日１７：００より、第６回理事会が開催
　されました。

②地区戦略計画委員会より、クラブ戦略計画
　委員長会議の案内が届いております
（会長、藤原会長エレクト宛）。

③本日、１月度の例会出欠の回覧を致します。

④来週１２月１４日の例会終了後、年次総会
　が開催されます。

⑤一般社団法人ロータリーの友事務所より、
　２０１４－１５年度事業報告が届いており
　ます（会長、幹事宛）。

⑥地区大会でＲＩ会長賞を受賞しました。

幹　事　報　告

委　員　会　報　告

委　員　会　等　報　告

①プログラム・会報広報雑誌委員会
　ロータリーの友１２月号について、
　   横組みＰ．３　ＲＩ会長メッセージ
           Ｐ．９「橋洗い」に参加
　及び
     縦組みＰ．１９（横組みＰ．６６）
   『ロータリーの友』賛歌
　など それぞれの読みどころを解説します。

米山奨学生　韓　妍嬌　様

地区大会　ＲＩ会長賞 受賞

ビ　ジ　タ　ー

●年末年始の例会予定

１２月２１日　クリスマス移動例会
　　　　場所　インターコンチネンタル大阪
　　　　時間　１８時半から

１２月２８日　例会休会

　１月　４日　新年移動例会
　　　　場所　不死王閣
　　　　時間　１８時半から

　１月１１日　例会休会　成人の日

　１月１８日　通常例会

●インターコンチネンタル大阪　ＭＡＰ



出　席　報　告

前々々例会　１１月９日分のメークアップ
　　　　な　し
　　

1407 回 1404 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　7 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 21 名 19 名

Ｆ 出席免除者出席数 2 名 3 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％ ８２．１４％ ７５．８６％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年12月7日 2015年11月9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

　5

委　員　会　報　告

第６回理事会議事録

日時　２０１５年１２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

審議事項
第１号議案　2017～2018年度　

　　　　　　会長候補者承認の件

　　　　　　承認（別添資料参照）

第２号議案　2016～2017年度　

　　　　　　役員・理事等候補者承認の件

　　　　　　承認（別添資料参照）

第３号議案　第一四半期会計報告承認の件

　　　　　　承認

第４号議案　１月４日（月）移動例会の件

　　　　　　事業計画、予算案ともに承認

協議事項
第１号議案　ソウル安岩ＲＣの件

　　　　　　近日中に歴代会長会議（平成２

　　　　　　８年７月１日施行　池田くれは

　　　　　　ロータリークラブ細則第１２条

　　　　　　第４節にて設置）を開催し、理

　　　　　　事会の方針を伝える。　　　　

　　　　　　

報告事項　　

（１）　ソウル安岩ＲＣの現況について、田中

　　　　直前会長より報告された。

（２）　RID2660第1組ガバナー補佐交代につ

　　　　いて、服部幹事より報告された。

（３）  次年度の春のライラのホストクラブ受

　　　　入れについて、松室会長、池田ライラ

　　　　実行委員長より地区の予算が確定する

　　　　まで受入れを保留すると報告された。

（４）　ふれあい広場進捗状況について、

　　　　加藤理事より報告された。

（５）　１０月２５日の家族移動例会の決算

　　　　について、池田副会長より報告された。

第６回理事会議事録　資料

米山奨学生　韓　妍嬌　様

ビ　ジ　タ　ー

２０１７～２０１８年度　会長候補者

岸添広一会員

２０１６～２０１７年度　役員･理事等候補者

会長  

直前会長  

会長ｴﾚｸﾄ  

幹事  

副会長  

会場監督  

  

  

  

  

会計  

会計監事  

ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ  

副幹事  

役員・理事 

役員・理事 

役員・理事 

役員・理事 

役員・理事 

役員・理事 

理事 

理事 

理事 

理事 

役員   

藤原史郎  

松室利幸  

岸添広一  

田中隆弥  

岸添広一  

高橋　仁  

吉井順子  

服部潤承  

岡本　厚  

青井秀浩  

乾　禎則  

高原誠一郎  

新田耕平  

沢田武司   


