
会長の時間 会長　松室　利幸
 本日は池田ロータリークラブさんとの恒例の合

同例会です。小島会長様、永田幹事様をはじめと

する池田ロータリークラブの皆様には大変お世話

になりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

　さて、池田ロータリークラブさんは昭和29年

（1954年）4月24日、大阪ロータリークラブをス

ポンサーとし2660地区で４番目のクラブとして23

名のチャーターメンバーで創立されました。そし

て昭和59年（1984年）すなわち池田ロータリーク

ラブさんが創立30周年の節目の年に、我が池田く

れはロータリークラブ設立に際しスポンサーとし

てご尽力頂き、我々のクラブが産声を上げること

ができました。さらに2014年には創立60周年を迎

えられ、我々も創立30周年と共に大きな節目を迎

えることができ、親子クラブとして共に仲良く今

日まで歩んでまいりました。そして年に一度では

ありますが本年も合同例会を開催することがで

き、心から感謝申し上げる次第です。今後とも同

じ池田市という成熟したまちで、同じロータリア

ンとして共に地域の発展のためお役に立てるよう

努力いたす所存です。

　さて、我がクラブにおきましては、本年度の社

会奉仕委員会、青少年奉仕委員会合同事業の「ふ

れあい広場」の準備が5月15日開催に向け着々と

進められております。事業の大枠もほぼ決まり、

告知用のチラシ作成の段階となり詳細な事業計画

案も4月理事会上程に向け予算面も含め、いよい

よ詰めの段階となったとの報告をお聞きいたして

おります。吉井、加藤両委員長をはじめ委員の皆

さんにおかれましては大変ご苦労をお掛けいたし

ますが何卒よろしくお願い申し上げます。

　

　

次
々
週

　　 　   ２月２２日(月)

　　 『当ｸﾗﾌﾞの会報・広報現状』

 　   担当 プログラム委員会
　　

米山奨学生　韓　妍嬌　様ビ　ジ　タ　ー

次
週
　         

ニ　コ　ニ　コ　報　告

合計　33,000円 　総合計 669,500円

　　 　  ２月１７日(水)

 　　『池田ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同例会』

 　 　　担当　名村　研二郎 会員
　　　　（池田ロータリークラブ） 
　　

平成28年2月17日　　第1415回例会　　№1414

　　 　 ２月２９日(月)

 　　例会休会
　　

場所　池田商工会議所

幹　事　報　告
①本日17：00より第８回理事会を開催しました。

②地区より、2016～2017年度　「会長エレクト研
　修セミナー（ＰＥＴＳ）・懇親会の案内が届い
　ております（藤原会長エレクト宛）。

③2月のロータリーレートは、1ドル＝120円です。

④池田ロータリークラブとの合同例会は、2月17日
　（水)12：30～池田商工会議所にて開催されます。
　そのため2月15日（月）の例会は休会となります。

お造り盛合わせ
天婦羅、煮物
白飯、汁物、香の物

ビ　ジ　タ　ー

 　米山奨学生    韓   妍嬌  様

メ
ニ
ュ
ー

　　 　 ２月２９日(月)

　　　　 例 会 休 会

　　　  
　　

　当日ご参加頂いた方々、そして我々ロータリア

ン自身も含めたくさんの笑顔に出会えるよう、そ

して愛する地域へプレゼントとなるよう、皆様方

の一層のご理解ご協力を切にお願い申し上げます。

ニ  コ  ニ  コ  報  告

松室　利幸　会長 …

地区青少年活動委員会　
副委員長  瓦谷 勝 様　　 
       (大阪西南ＲＣ) …

ＩＭ１組ロータリーデー　
実行委員長　森田正治様　       
　副委員長　澤村栄一様
　　（豊中千里ＲＣ） …

服部　潤承　幹事 …

岡本　　厚　会員 …

岸添　広一　会員 …

加藤　光祥　会員 …

奥村　雅一　会員 …

高橋　　仁　会員 …

今井　卓哉　会員 …

ライラ実行委員会 …

地区青少年活動委員会　瓦谷副委員長
をお迎えして。

次年度の春のＲＹＬＡセミナーを是非
お願いしたくお伺いしました。宜しく
お願い致します。

和気藹々としたクラブに寄せて頂きあ
りがとうございます。

本日は 瓦谷 勝 青少年活動委員会 副委
員長様 ようこそおいで下さいました。

欠席お詫び。

娘が結婚しました！  これから家内と
2人っきりの楽しい生活が始まります！

欠席お詫び。

おつかれさまです。

結婚記念日 仲むつまじくやってます。

バッジ忘れました！

卓話です。

合計　46,000円　　累計　1.038,500円



　

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

幹　事　報　告

①地区ローターアクトより、世界RAC DAYの案内が
　届いております（加藤委員長宛）。

②地区ガバナーエレクトより、２０１６～２０１
　７年度「地区チーム研修セミナー」の案内およ
　び委嘱状が届いております（次年度、田中地区
　米山奨学副委員長、服部地区社会奉仕副委員長、
　青井地区ローターアクト副委員長、今井地区青
　少年活動委員宛）。

③地区社会奉仕委員会より、第２回クラブ社会奉
　仕委員長会議の案内が届いております（吉井委
　員長、服部次年度委員長宛）。

④国際ロータリー会員表彰担当チームより、新会
　員スポンサーピンとブルーバッカーが届いてお
　ります（岡本会員宛）。※

⑤本日、３月度例会出欠、ロータリー手帳の申込
　みおよびＩＭ１組ロータリーデー出欠の回覧を
　致します。　

⑥来週２月１７日（水）は、池田ロータリークラ
　ブとの合同例会です。１２：３０～池田商工会
　議所にて開催されます。
　そのため２月１５日（月）の例会は休会となり
　ます。

※
「新会員推薦者のための認証プログラム」は、新
会員の勧誘に貢献した会員を称えるために、国際
ロータリー理事会が承認した新しいプログラムで
す。これにより、２０１３年７月１日以降にロー
タリーに入会した新会員の推薦者に、認証ピンと
裏当てが贈呈されます。裏当てには、推薦した新
会員の人数に応じて異なる色が使用されます。

認証レベル

新会員１名　　　　　ブルー
新会員２～３名　　　ブロンズ
新会員４～５名　　　シルバー
新会員６名以上　　　ゴールド

https://www.rotary.org/ja/document/104061

次年度 地区米山奨学副委員長　(田中会員）

委 嘱 状 授 与

次年度 地区社会奉仕副委員長　(服部会員）

次年度 地区ローターアクト副委員長　(青井会員）

次年度 地区青少年活動委員　(今井会員）新会員スポンサーピンとブルーバッカー授与 （岡本会員）



　　　　　　　　　　　 　

　　

卓　　話

（2014-2015　春のライラの集合写真）
　　　

                

 次年度地区青少年活動委員会よりホストクラブ
を依頼されておりますライラについてお話ししま
す。
　ライラ(ＲＹＬＡ)ロータリー青少年指導者養成
プログラムの略で、若い人々の指導力と市民とし
て、国際理解と平和に貢献する資質を、伸ばすこ
とを目的として１４歳から１８歳まで、または１
９歳から３０歳までの若い人を対象にしたプログ
ラムです。

 一般的なスケジュールとしては２泊３日の行程
で開催されます。宿泊先はできるだけ公共宿泊施
設たとえばＹＭＣＡ等を利用する。アクティビ
ティー等は地区のチームライラという上級ライラ
を卒業した経験者がプログラミングしてくれま
す。我々は開校式等行事の進行、設営等に重点が
置かれると思います。

（スケジュール例）
１日目
　開校式　　　　　　　　　　　　　
　基調講演
　夕食
　チームビルディング　※１　　　　　　　　　
　チーム分け
　アイスブレーク　※２　　　　　　　　　　　
　チームのコミニケーシヨンを執るためにゲーム
　等をする。

※１　チームビルディング
同じ一つのゴールを目指し複数のメンバーが個々の
能力を最大限に発揮しつつ一丸となって進んでい
く、そうした効果的な組織づくりやチームをまとめ
る手法

※２　アイスブレーク
初対面の人同士が出会う時、その緊張をときほぐす
ための手法。集まった人を和ませ、コミュニケー
ションをとりやすい雰囲気を作り、そこに集まった
目的の達成に積極的に関わってもらえるよう働きか
ける技術

　　
　　

　例会では、実際のライラの様子がどんなもの
かわかっていただけるように、２０１４－１５
春のライラ（大阪ユニバーサルシティロータ
リークラブホスト）の様子を３０分ほどにまと
めたＤＶＤを、会員にビデオ鑑賞していただき
ました。
　
　このライラは、２０１５年５月３日から５日
までの間、高野山蓮華定院にて行われ、受講者
数は４１名でした。
　なお、開講式は大阪産業創造館、閉校式は中
之島中央公会堂にて行われました。

　今年度（２０１５－２０１６）の春のライラ
は、４月２９日から５月１日まで、舞洲スポー
ツアイランドにて、大阪西北ロータリークラブ
のホストにて行われる予定です。　

「2016-2017　春のライラについて」
                   ライラ実行委員会
                  委員長　池田 吉清

                

２日目
　　朝食
　　インドアアクティビティー
　　昼食
　　アウトドアアクティビティー
　　夕食
　　ロータリーパパとの懇談会

３日目
　　朝食
　　グループ発表準備
　　昼食
　　グループ発表
　　閉校式

ＲＹＬＡについての詳細は、

「ロータリー青少年指導者養成プログラム」に

記載されております。

https://www.rotary.org/ja/document/896

ご一読ください。



出　席　報　告

前々々例会　１月１８日分のメークアップ
　　　池田　会員　　１月４日　理事会出席

1414 回 1411 回

Ａ 会員数 32 名 32 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 25 名 25 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　5 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 20 名 20 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 5 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ８２．１４％ ８６．６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2016年2月8日 2015年1月18日

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

　5

委　員　会　報　告

国際奉仕委員会事業について 

ＩＭ１組ロータリーデー

松室　利幸　会長…
服部　潤承　幹事…
田中　隆弥　会員…
藤原　史郎　会員…
溝口　正孝　会員…
高原誠一郎　会員…
正岡　　哲　会員…
吉井　順子　会員…
長嶋　貞孝　会員…
新田　耕平　会員…
藤原　進　　会員…
岸添　広一　会員…
加藤　光祥　会員…
大塚　信彦　会員…
奥村　雅一　会員…
青井　秀浩　会員…
國司　真相　会員…

ＩＭ１組ロータリーデーの案内に、豊中千里

ロータリークラブよりインフォメーションに来

られました。

ビ　ジ　タ　ー

ピックアップ　ロータリーの友

ロータリーの友　２月号　推奨記事

①横組み　14～15ページ
平和の願いはきっとかなう

②横組み　24～27ページ
第44回　ロータリー研究会リポート
「世界へのプレゼントになろう」

③縦組み　4～8ページ
スキージャンプ選手　葛西紀明さん
「努力で夢をかなえる」

④縦組み　9～12ページ
わがまちそしてロータリー
大阪府東大阪市　ものづくりの伝統とラグビー
に燃える町

⑤縦組み　30～31ページ
ロータリーアットワーク
「地域の祭りでポップコーン販売」
大阪平野ロータリークラブ

　　　

地区青少年活動委員会　
　　　 副委員長　瓦谷  勝　様
　　　       　(大阪西南ＲＣ)

ＩＭ１組　ロータリーデー
　　　実行委員長 森田 正治 様
　　　副委員長　 澤村 栄一 様
　　           (豊中千里ＲＣ)

大藤 辰弘 様    (吹田西ＲＣ)   
                  

●ロータリーデーとは
1905年2月23日、ポール・ハリスと3人の仲間が
シカゴのユニティ・ビル711号室に集まり、ロー
タリーが誕生した。このロータリー創立記念日
をロータリーデーと言い、それを祝うイベント
の計画がされる。例えば、世界各地の名所で
「End Polio Now」のメッセージを映し出すイル
ミネーションが行われ、ポリオ撲滅活動への支
援を呼びかけた。2014-15年度ゲイリーC.K.ホァ
ン会長はこのロータリーデーを推進され、地域
社会の人びとに、楽しみながら情報を学んでも
らうイベントを催し、ロータリーを紹介すると
いうことを奨励し表彰する。

●ＩＭ（インターシティーミーティング）とは
従来のＩＧＦも厳密にはＩＭの中の一会合であ
るが、最近広義のＩＭの名称で開催される。近
隣都市数クラブが集まって開かれるロータリー
の会合。討論の主な内容は、５大奉仕部門をカ
バーしつつ、ロータリーの特徴やプログラムな
どを検討する。クラブ会員全員参加のこの会合
の目的は、会員相互の親睦と知識を広めること
であって、さらに、会員にロータリー情報を伝
え、奉仕の理想を勉強するために開催される。
決議や決定はない。ＩＭへの出席はメークアッ
プとなる。 
（ロータリー用語便覧）

国際ロータリー第２６６０地区では、地域別に

８つのグループ（ＩＭ１組～８組）に分かれて

います。

ＩＭ１組には、①池田ＲＣ、②豊中ＲＣ、③箕

面ＲＣ、④豊中南ＲＣ、⑤箕面千里中央ＲＣ、

⑥池田くれはＲＣ、⑦豊中千里ＲＣの７クラブ

があります。


