
　

会長の時間 会長　松室　利幸

　花の盛りも終わり、山々が緑のグラデーション

に彩られる心地よい季節となりました。

　過日４月29日～５月１日迄、大阪市のホテルロッ

ジ舞洲にて春のライラが開催されましたが、私は

開校式に藤原エレクト、青井会員、今井会員とと

もに出席し、基調講演を聞いてまいりました。講師

は日本赤十字から派遣されたお二方でしたが、いの

ちをつなぐというテーマで、涙なしには聞けない

ような大変感動的なお話を聞かせて頂きました。

　また、ふれあい広場にもご出演頂きます池田ジュ

ニア合唱団の第８回目となる演奏会が過日５月１

日、アゼリアホールにて開催され、お招きを頂き

ましたので行って参りました。毎回その透き通っ

た歌声に感銘を受けましたが、今年は今まで以上

に洗練されたその質の高さに驚かされました。団

長のしぶやかよこ先生をはじめ団員の皆さんの活

き活きとした表情と演技に心を洗われた感じがい
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合計　41,000円 　累計 1,241,500円

平成28年5月9日　　第1424回例会　　№1423

　　 　 ５月９日(月)

 『青少年奉仕月間に寄せて』

　　担当　加藤 光祥会員

　

　　   ５月15日(日)

 　『ふ れ あ い 広 場』

　　 場　　所　久 安 寺

　　 集合時間　９ 時 半　　

本日欠席　おわび

会長代行です。

前回欠席いたしました。

誕生日でーす。あまりうれしくあり
ません。

前回欠席

卓話当番です。

誕生日です。

来週の移動例会が最後となります。
２年間本当にお世話になりありがと
うございました。ちゃんとロータ
リーの事は、次の支店長に引き継ぎ
をいたします。

今年さくらきれいですね！！

家内と同じ誕生日です。

誕生日
欠席お詫び
会社の表彰でアクサレディスゴルフ
IN宮崎へ行ってきました。松室　利幸　会長　…

池田　吉清副会長　…

高原誠一郎　会員　…

藤原　史郎　会員　…

正岡　哲　　会員　…

吉井　順子　会員　…

山内　邦夫　会員　…

大塚　信彦　会員　…

奥村　雅一　会員　…

乾　　禎則　会員　…

沢田　武司　会員　…

.

ビ　ジ　タ　ー

　

鱧の梅肉和え
季節の野菜天ぷら盛合わせ
茶味豚ロースの冷しゃぶ
冷やしトロロ蕎麦、白飯、香の物

　　 　 ５月23日(月)

  『平和安全法制の正しい理解』

　　 衆議院議員 原田憲治様

　　　担当　溝口　正孝会員

　

前菜盛合わせ、レタスと白ネギのサラダ
ミネストローネスープ
アトランタサーモンとアスパラのグリル
パン、コーヒー

たしました。ふれあい広場では初めての屋外公演

ということですが、きっと素晴らしい歌声と演技

を披露して頂けることと思います。

　さて、いよいよ「ふれあい広場」の開催日があ

と１週間後に迫ってまいりました。この事業の目

的は、高齢者と青少年のふれあいの場を提供する

ことにより、参加者の方々に、今を生きることの

ありがたさを感じてもらうことです。限られた時

間ではありますがたくさんの笑顔に会えることを

楽しみにしています。ご参加頂く高齢者は、池田

市社会福祉協議会にご協力を賜り、市内の独居老

人の方々約130名、青少年は、池田市のボーイス

カウト、ガールスカウトの皆さんをはじめ、よさ

こい連「わ」、池田ジュニア合唱団、池田市立細

郷学園中学校吹奏楽部の皆さん方です。

　司会進行は、おなじみのてんご堂雅楽（元笑福

亭瓶太）さん。演歌歌手の奥野ひかりさんにも華

を添えて頂き、盛りだくさんの内容となっており

ます。

　今日は、担当の吉井社会奉仕委員長、加藤青少

年奉仕委員長より前日の準備や当日のスケジュー

ル役割分担等についてご説明があろうかと思いま

すが、会員の皆様方におかれましては、お休みの

ところ大変恐縮ですが、万障お繰り合わせの上ご

参加頂きますようお願い致します。

（5/15は移動例会扱いとなります。5/16は例会は

休会です。）



　

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

　「クラブライフをエンジョイしよう」
　　　藤原史郎　会長エレクト
　

　111年の歴史を迎えた本年度、ジョン・Ｆ・ジャーム

RI会長のテーマは、“Rotary　serving　Humanity”

『人類に奉仕するロータリー』であります。111年

の長い歴史のあるロータリー。しかし、何事も楽し

くなければ継続は難しい。継続させることこれが第

一の目標であります。本年度の会長方針は、会員皆

様にロータリーライフをエンジョイしていただきた

い。そのためには、各委員会がいろいろな提案を行

い、皆様とともに楽しく１年を終わりたいと思います。

　今年の主な事業は、2017年５月の春のRYLA

（Rotary Youth Leadership Awards = ロータリー青

少年指導者養成プログラム）セミナーの開催であり

ます。大きな事業ではありますが、会員皆様ととも

に成功させ、更なる信頼関係を築きたいと思ってお

ります。

　それにはやはり会員相互の親睦が必要です。その

ために本年度は親睦委員会、プログラム委員会を中

心とした移動例会、家族例会に重点を築きたいと

思っております。

　本年度は３本の矢で行きたいと考えております。

その３本の矢とは、

　①　春のRYLAセミナー

　②　会員相互の親睦

　③　会員増強

であります。

 2016～2017年度 会長方針

　５月は若い人々の育成を支援するすべてのロータリー

活動に焦点を当てる「青少年奉仕月間」です。

　各ロータリアンの責任は、年齢30歳までの若い人

すべてを含む青少年の多様なニーズを認識しつつ、

よりよき未来を確実なものとするために青少年の生

活力を高めることによって、青少年に将来を準備さ

せることです。

　また、新世代のためのＲＩ常設プログラムには、

インターアクト（12歳から18歳までの青少年のための

国際ロータリーの奉仕クラブです）

ローターアクト（18歳から30歳までの青年男女のため

の、ロータリーが提唱する奉仕クラブです）、

ロータリー青少年指導者養成プログラム〈RYLA〉

（年齢14歳から30歳の若者を対象に、スキルと人格

を養いながら、奉仕、高い道徳基準、平和といった

ロータリーの価値観を学ぶ機会を提供する事を目的

としています）

ロータリー青少年交換（長期と短期、最高で１年

間、母国以外の国でホストファミリーと生活をとも

にし、学校に通います）があります。

　年齢30歳までの多数の青少年が、将来リーダーと

なるために必要なスキルを身につけるためにロータ

リーの様々なプログラムに参加しています。

　先日、報道特集番組を見ておりましたら、今この

日本でも貧困の連鎖、教育の格差が非常に大きな問

題になっていることを知り、大変ショックを受けま

した。我々の身近な環境の中で解決しなければいけ

ない問題がまだまだ多く残されていることや、そし

てその問題と向き合い解決するために、我々ロータ

リアン、そして将来リーダーとなるインターアク

ト、ローターアクトの人達が手を差しのべる必要が

あるのではないかと改めて痛感しました。

　我々ロータリアンは自ら行動を起こすことの大切

さを十分に知っています。ぜひ、未来を担う青少年

にもっと積極的に関与していただき、将来日本の社

会や世界各地で活躍する人材として育てることが必

要ではないかと考えています。

 2016～2017年度 RI　ターゲットとロゴ

 ガバナー月信５月号より

　ガバナーメッセージ「青少年奉仕月間」
　国際ロータリー第2660地区 ガバナー
　　　　　立 野 純 三(大阪ＲＣ）
　



　　　　　　　　　　　 　

　　

第５回被選理事会議事録

日時　2016年４月25日　17：00～18：00

場所　コルネット

理　事　数　　10名

出席理事数　　８名

報告事項
（１）次年度のための地区研修・協議会報告

　　　会長部門、幹事・ＳＡＡ部門、クラブ研

　　　修リーダー部門、職業奉仕部門、青少年

　　　奉仕部門、米山奨学部門について資料に

　　　基づき報告された。

審議事項
第１号議案　次年度方針

　　　　　　承認（別紙参照）

協議事項
（１）次年度年間行事予定（案）について

　　　修正案を承認する。

依頼事項
（１）2016～2017年度活動計画について

　　　5月23日までに提出する。

　　

ニ   コ   ニ   コ   報   告

松室　利幸　会長 …

服部　潤承　幹事 …

藤原　史郎　会員 …

新田　耕平　会員 …

吉井　順子　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

高橋　　仁　会員 …

原田こうじ府議会議員をお迎えし
て　JC卒業したらお待ちしており
ます。

先週欠席しました。
原田こうじ様ようこそおいで下さ
いました。

急患にて前回例会欠席しました。
申し訳ありません。

原田府会議員先生をお迎えして
本日はよろしくお願い致します。

小学校卒業60周年の記念クラス会
で大いに刺激を受けました。

前回欠席おわび

本日卓話当番
よろしくお願いいたします。

欠席おわび

前回欠席です。

合計　20,000円　　累計　1,329,500円

春のRYLAｾﾐﾅｰ  研修プログラム・スケジュール

4月29日

13:00 登録開始

13:30 開講式

14:00 基調講演（研修1）

19:00 研修2（アイスブレイク）

4月30日

 7:00 朝の集い（体操・ジョギング）

 8:30 研修3（貿易ゲーム）

12:30 研修4（ＡＥＤ等を使用した救命講習）

15:30 研修5（献血呼び込み大作戦）

19:00 研修6（ロータリーについて）

20:00 研修7（※ロータリーパパとの座談会）

5月1日

 7:00 朝の集い（体操・ジョギング）

 9:00 研修8（グループ発表の準備）

13:00 研修9（グループ発表）

14:30 閉講式

※ロータリーパパ、ママ

当地区では、「ロータリーパパ、ママ制度」を

設け、研修期間中青少年と寝食を共にし、彼ら

にロータリーを伝え、彼らの考え方などを聞

き、一緒に考えています。

2016 春のRYLAセミナー報告

　2016春のRYLAセミナーが、4月29日から5月1日

までの3日間、ホテルロッジ舞洲において、大阪

西北ロータリークラブホストにより開催されま

した。

　当クラブからは、松室会長、藤原会長エレク

トが開講式に、池田RYLA実行委員長、田中直前

会長が閉講式に、青井会員、今井会員が2泊3日

泊りで参加されました。

　当クラブからの受講生は、高橋会員ご子息の

高橋遥一朗さん、沢田会員ご子息の沢田賢吾さ

んの２名が参加されました。

　受講生は登録者数46名で、7つの班に分かれ、

プログラムを学んで親睦を深めていきました。

　基調講演では、日本赤十字社　大阪府赤十字

血液センター　献血推進一副部長　安原武志さ

んによる「献血　みんなでつなぐ　いのちのリ

レー」と、まさに今、我々に必要とされている

内容でした。

　急病人も出ず、無事に終わりました。来年度

の春のRYLAセミナーに向けていい学びの場とな

りました。



出　席　報　告

前々々例会　４月４日分のメークアップ

　　松室　会員　　４月４日　理事会出席
　　

1423 回 1420 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 23 名 25 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　6 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 19 名 19 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ７９．３１％ ８２．７６％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2016年4月25日 2016年4月4日

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

 6   

国際奉仕委員会事業について 

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…

　　　　『大　阪』
大阪府議会議員　原田こうじ様

卓　　話

　皆さまこんばんは！

　大阪府議会議員の原田こうじです。

　まずは熊本の地震で被害にあわれた方にお見舞

い申し上げます。青年会議所での活動等でよく可

愛がっていただいている方ばかりですので、温か

い雰囲気の中、お話させてもらいましてありがと

うございます。

　さて府会議員となり、ちょうど一年が経過しま

した。今日は簡単にではありますが、この一年の

活動、震災への取り組み、議会での私の質疑か

ら、府民に身近な話題についてお話をさせて頂き

ます。南海トラフの地震はいつ起きてもおかしく

ありません。そのための備えをぜひお願いしま

す。自転車保険への加入もご確認をお願いします。

　引き続き、池田と大阪をつなぐパイプ役とし

て、自覚と責任を持って全力投球させて頂きます。

①本日17:00より、第5回被選理事会が開催されま

　した。

②本日、再度5月の例会出欠回覧を致します。

③地区ガバナーエレクトより、「2016-2017年度

　のための地区研修・協議会」出席の礼状が届い

　ております（藤原会長エレクト宛）。

④地区社会奉仕委員会より、第2回クラブ社会奉

　仕委員長会議資料が届いております

（吉井委員長、服部次期委員長宛）。

⑤地区より、ソウル国際大会閉会本会議（祝賀会）

　の案内が届いております（会長、幹事、正岡委

　員長宛）。

⑥各委員会委員長は、2015～2016年度活動報告を

　6月13日までに事務局まで提出してください

（メールもしくはFAXにて）。

⑦5月より10月まで、クールビズでノーネクタイ

　可とします。

５ 月 の お 誕 生 日

幹　事　報　告

　松室 利幸会員  昭和33年５月21日

　池田 雪子  様　　　 　 ５月19日

　溝口 留里  様　　　　  ５月23日

　松室 久美  様　　　　  ５月27日

　岸添多都留 様　　　　  ５月31日

ビ　ジ　タ　ー

大阪府議会議員　原田こうじ様

米 山 奨 学 生　韓　妍嬌　様

ふれあい広場　準備

５月14日（土）10時半～　久安寺にて
テント設営、椅子並べ　など
宜しくお願い致します。

（駐車場有）


