
　

会長の時間 会長　松室　利幸

　5月もいよいよ最終の例会日となりました。今年

度の各委員会の事業もほぼ終わり、あとは6月に4

回の例会を残すのみとなりました。次年度に向けて

の被選理事会においても各委員会の事業計画が提

出され、次年度組織もスタートに向け準備が着々と

進められつつあります。

　さて、5月28日から～6月1日まで、隣国である大

韓民国ソウルにて国際大会が開催されます。我が

クラブからは田中直前会長と服部幹事、そして米

山奨学生の韓さんと共に参加してまいります。合わ

せて29日には、姉妹クラブであるソウル安岩ロー

タリークラブの方々とも今後の姉妹締結の在り方

について意見交換をして参る予定です。国際大会

は全世界のロータリアンが一同に会する年に一度

のお祭りです。2004年5月には大阪で開催されたこ

ともありますが、私はそれ以来の参加で今から大

変楽しみに致しております。日本からも、たくさ

んのロータリアンが参加される予定であると聞い
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平成28年5月30日　　第1427回例会　　№1426

　　 　  5月30日(月)

  『訴えられても怖くない』

　　担当　中西　博之会員

　

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　…

.

　

ホワイトアスパラと生ハム盛合わせ
牛ロースカツレツ、コーンスープ
ミックスサラダ、パン、コーヒー

ております。

　ちなみに、来年はアメリカジョージア州アトラ

ンタにて、再来年はカナダのトロントにて開催が

予定されております。今回は少人数での参加とな

りますが、また来年以降、われぞと思われる方は

参加されてみてはいかがでしょうか。

　　 　    6月6日(月)

  　　　『月間によせて』

　　ロータリー親睦活動月間

　　　

　

幹　事　報　告

①本日17:00より、第6回被選理事会が開催されま

　した。

②地区職業奉仕委員会より、クラブ職業奉仕新旧

　委員長会議の資料が届いております（吉井次期

　委員長宛）。

③地区より、ソウル国際大会大阪ナイトの最終受

　付案内が届いております（会長、幹事宛）。

④大阪西北ロータリークラブより、春のライラセ

　ミナー終了のご報告と御礼が届いております

（会長、加藤委員長宛）。

⑤本日例会終了後、戦略計画委員会が開催されます。

ビ　ジ　タ　ー

衆議院議員　原田 憲治様

米山奨学生　韓 妍嬌　様

前菜盛合わせ、冷製コーンスープ
舌平目のバター焼きキノコソース
ミックスサラダ、パン、コーヒー

揚げ大根の田楽味噌、温泉卵
トロ鰹、天ぷら盛合わせ
白飯、汁物、香の物

　　 　   6月13日(月)

  　 『ガバナー補佐 訪問』

　 国際ロータリー第2660地区

   ガバナー補佐　  野村正勝 様

   ガバナー補佐エレクト 熊澤一郎 様

　　 

　



　

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

●国際奉仕

奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを

読むことや通信を通じて、さらには、他国の

人々を助けることを目的としたクラブのあらゆ

る活動やプロジェクトに協力することを通じ

て、他国の人々とその文化や慣習、功績、願

い、問題に対する認識を培うことによって、国

際理解、親善、平和を推進するために、会員が

行う活動から成るものである。

●青少年奉仕

奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養

成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕

プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理

解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年

ならびに若者によって、好ましい変化がもたら

されることを認識するものである。

国際ロータリー第2660地区の他クラブや地区で

の青少年奉仕活動については、ホームページで

紹介されています。

http://www.ri2660.gr.jp/topics/youth-

service/

青少年のための、RI常設プログラム（推奨され

た枠組みと指針を含む、クラブと地区のために

RI理事会により奨励される、組織化された活

動）については、週報No1423の2ページ目に掲載

しましたガバナーメッセージに詳しく書かれて

いますのでよろしければ再度ご一読ください。

　今月は、青少年奉仕月間です。

かつては下記の通りの四大奉仕部門であったの

ですが、

　　①クラブ奉仕

　　②職業奉仕

　　③社会奉仕

　　④国際奉仕

2010年規定審議会により、

　　⑤新世代奉仕

がプラスされ、五大奉仕になりました。

さらに、2013年規定審議会により、新世代奉仕

が、青少年奉仕に改められました。

ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリー・

クラブの活動の哲学的および実際的な規準であ

る。と定められています。

（国際ロータリー2013年規定審議会決定報告書

より）

五大奉仕部門については、下記のように定義さ

れています。(My ROTARYより）

●クラブ奉仕

奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブ

の機能を充実させるために、クラブ内で会員が

取るべき行動に関わるものである。

●職業奉仕

奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および

専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務は

すべて尊重されるべきであるという認識を深

め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実

践していくという目的を持つものである。会員

の役割には、ロータリーの理念に従って自分自

身を律し、事業を行うことが含まれる。

●社会奉仕

奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所

在地域または行政区域内に居住する人々の生活

の質を高めるために、時には他と協力しなが

ら、会員が行うさまざまな取り組みから成るも

のである。

五大奉仕部門について

ふれあい広場の記事を、プログラム・会報広報

雑誌小委員会より、中西委員長が中心になっ

て、ロータリーの友への投稿を予定していま

す。委員会で内容について検討しており、より

良い記事にしたいと思っています。

お楽しみに。

また、ふれあい広場の様子が、Facebook（池田

くれはロータリークラブ）で、掲載されまし

た。当クラブホームページからも見られます。



　　　　　　　　　　　 　

　　

第６回被選理事会議事録

日時　2016年5月23日　17：00～18：00

場所　コルネット

理　事　数　　 10名

出席理事数　　　7名

報告事項
（１）2016～2017年度活動計画について

　　　社会奉仕委員会、親睦活動・出席・歌唱

　　　小委員会、青少年奉仕委員会について報

　　　告された。

審議事項
第1号議案　次年度予算（案）承認の件

　　　　　　第12回理事会に上程する。

　　　　　　承認

第2号議案　次年度年間行事予定（案）承認の件

　　　　　　第12回理事会に上程する。

　　　　　　承認

第3号議案　8月29日納涼移動例会事業計画（案）

　　　　　 について

    ハービスPLAZA ENT　7F　

    ゼックスウエスト　ザ　バー 

    (XEX WEST / The BAR）

    2016　The BAR 7000円プレミアムプラン

    第7回被選理事会に予算（案）を上程する。

            承認
　　

依頼事項
（１）2016～2017年度活動計画について（再）

       6月16日（金）までに提出する。

RI国際大会について

　5月28日より、ロータリー国際大会が開幕しまし

た。今年度は韓国ソウル市での開催で、我がクラブ

からは、松室会長、服部幹事、田中直前会長、米山

奨学生　韓 妍嬌さんが出席されています。

　RI国際大会に参加することによって５つの大きな

メリットがあるといわれていますのでご紹介させて

いただきます。(My ROTARYより）

①リーダーと出会う

　K.R.ラビンドランRI会長をはじめとするロータリーのシ     

　ニアリーダーや、その他のゲストスピーカーによる素

　晴らしい講演をお聴きいただけます。

②新しいアイデアを学ぶ

　世界各地のロータリー会員、国際ロータリー職員、

　各分野の専門家が企画・運営する分科会に出　席

　し、プロジェクトの立案方法、ファンドレイジン

　グ（寄付推進）、ソーシャルメディアなど、ロー

　タリーの隅々まで学びましょう。

③新しい友人と出会う

　友愛の家で、同じ趣味や職業、関心をもつ人たち

　と知り合い、クラブの枠を超えたネットワークを

　築く。生涯の友人との出会いがここにあります。

　友愛の家では、韓国料理を味わえるだけでなく、

　韓国の伝統文化に触れたり、韓国ロータリアンや

　地元企業が出展するブースで最新テクノロジーを

　体験することもできます。

④旧友との再会を楽しむ

　研究グループ交換で知り合った旧友、以前に世話

　をした青少年交換留学生、姉妹クラブのロータリ

　アンとの再会を楽しむ。懐かしい顔にばったり会

　うということも、国際大会の醍醐味の一つです。

⑤異文化に触れる

　地元ロータリアンから成るホスト組織委員会が企

　画したツアーに参加して、ソウルだけでなく、韓

　国内のさまざまな見どころを見学しませんか。ホ

　ストホスピタリティーの夕べでは、地元ロータリ

　アンのほか、世界中から集まった仲間たちとの交

　流が楽しめます。お隣の国、韓国で世界中の文化

　に触れることのできる国際大会は、ロータリーな

　らではの体験です。

新会員ご紹介

東浦 敬さん　今後とも宜しくお願いします。



出　席　報　告

前々々例会　４月25日分のメークアップ

　　　な　し
　　

1426 回 1423 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 　6 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 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％ ８６．２１％ ７９．３１％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2016年5月23日 2016年4月25日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)
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国際奉仕委員会事業について 

ニ   コ   ニ   コ   報   告

合計　46,000円　　累計　1.038,500円

卓　　話

合計 53,000円　　累計 1,416,500円

幹　事　報　告

             『平和安全法制の正しい理解』
　              衆議院議員　原田 憲治 様

　昨年メディアに多く取り上げられた平和安全法

整備法と国際平和支援法が、昨年9月に成立し、本

年3月29日に施工されました。

　この法律の目的は、戦争抑止と国際平和貢献の

ためであり、憲法解釈の闘議決定を必要と判断し

立法化されました。

　今回の法律はあくまで『限定的な集団的自衛

権』の行使を認めたものであり、他国防衛それ自

体を目的とするいわゆる集団的自衛権一般の行使

を認めたものではありません。

　一部の学者、マスコミ、市民団体、タレント等

が『戦争法』とレッテルを貼り、根拠のない発言

で世間に誤解を与え続けて来られました。

　本法律に対しての『違憲』発言、『自衛官の自

殺問題』発言、学生団体代表の『自衛官は捕虜に

ならない』との発言や『徴兵制になる』など実に

デタラメなものでした。

　60年安保条約改定当時も、ＰＫＯへの自衛隊参

加決定も『戦争に巻き込まれる』と言われてきま

した。そうした批判が的外れなものであったこと

は、これまでの歴史が証明しています。

　日本を取り巻く安全保障環境は日々刻々と変化

しております。日本人の命と平和な暮らしを守る

為、現実を見据えあらゆる事態を想定して切れ目

なく対処出来るようにするのが独立国家として当

然であり、政府与党の責任であります。

　皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

松室　利幸　会長 …

服部　潤承　幹事 …

溝口　正孝　会員 …

正岡　哲　　会員 …

吉井　順子　会員 
加藤　光祥　会員 

長嶋　貞孝　会員 …

新田　耕平　会員 …

三好　洋二　会員 …

谷口　浩　　会員 …

奥村　雅一　会員 …

國司　真相　会員 …

ふれあい広場、無事成功裡に終え
ることが出来ました。心から感謝
申し上げます。

原田憲治様ようこそおいで下さい
ました。
東浦敬様ご入会おめでとうござい
ます。
結婚記念日のお花ありがとうござ
いました。

衆議院議員 原田憲治様 広島、伊
勢でのＧ7やサミットの中ご講演
ありがとうございました。

ふれあい広場大成功でした。皆さ
ん御苦労様でした。

ふれあい広場への皆様の多大なる
ご協力に大々感謝です。ありがと
うございました。

池田R.C.とのゴルフ合同コンペシ
ニアの部ベストグロスでした。若
いメンバーのスコアーは聞いてく
ださい。

原田憲治先生をお迎えして。本日
は何卒よろしくお願い申し上げます。

たびたびの欠席おわび申し上げます。

結婚記念5/5 29年
欠席お詫び 宜しくお願いします。

原田先生いつもありがとうござい
ます。ふれあい広場本当におつか
れさまです！！

ふれあい広場、盛会で良かったで
す。おつかれさまでした。

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　韓 妍嬌　様

 …

衆議院議員　原田 憲治様


