
　国際ロータリーより、2016年規定審議会の決定

報告書が提示されました（全91ページ）。RIの立

法機関で、3年に1度、提案された「立法案」を審

議するのですが、本年は、4月10日～15日米国イ

リノイ州シカゴにて行われました。RIの定款や細

則など、時代と共に実情にあわなくなった事項や、

問題が生じてきた事項があれば、立法案としてガ

バナー事務所に提出してください、ということで

す。「ロータリーは時代の変化と共に変わってい

かなければならない」

　ポール・ハリスがロータリークラブを創設した

時、「私達は変化する世界と共に変わっていく心

構えがなければならない」と、その時代毎に対応

できる柔軟な組織であることの必要性を説きまし

た。「ロータリー物語は繰り返し書き直す必要が

ある」とも言われており、以来1世紀を超え先人

のロータリアンたちが、ロータリー精神を踏襲し

つつ、時代の変遷と共に改正を積み重ねてこられ、

現在に至っております。

　差し当たり当クラブに関係する案件として、

①クラブ会計が理事会メンバーとなるよう規定す

　る件

②出席免除の規定を改正する件。

　これまでロータリー歴と会員の年齢の合計が85

年以上であれば出席免除会員の資格として認めら

れてきましたが、今回からはさらに20年のロータ

リー会員歴が必要となりました。

　今後必要に応じ規定審議会の決定事項を報告さ

せていただきます。
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①本日17:00より、第6回理事会が開催されました。

②池田ローターアクトクラブより、創立45周年
　記念式典の案内が届いております（会長、幹
　事宛）。

③地区国際奉仕委員会より、第2回クラブ国際奉
　仕委員長会議の案内が届いております（岡本
　委員長宛）。

④12月9日、10日は地区大会です。

幹　事　報　告

http://www.genryu.org/archives/files/pdf/28/

346778jp.pdf

ガバナー月信より

12月12日(月) 12月19日(月)

「開発行為について」

担当　藤原　進　会員

 「クリスマス家族移動例会」

担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会

START：18時30分

　場　所：インターコンチネンタルホテル大阪

生ハムオニオン、ミネストローネ
牛ロースステーキ
ミックスサラダ、パン、コーヒー
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●12 月 推 奨 記 事

P1　　ガバナーメッセージ
　　　疾病予防と治療月間に寄せて
　　　-ヒマラヤでの家庭排気対策プロジェクト-

P2　　秋のRYLAセミナー報告
　　　藤原会長、池田ライラ実行委員長、青井地
　　　区ローターアクト副委員長、沢田会員 出席

P3　　　米山奨学生レクリエーション 報告
P4    第7回 米山奨学生ふれあいスピーチコンテスト　報告
　　　田中地区米山奨学副委員長　出席

P13　 米山奨学委員会/ロータリー財団
　　　山内会員に、第6回米山功労者の称号が贈
　　　られました。

12月26日(月)

例　会　休　会



　

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

●ロータリーの友 12月号について
12月は疾病予防と治療月間です。

 《横組み》

Ｐ.20　IN　CASE　OF　EMERGENCY　
　　　「緊急事態に迅速に応えるシェルターボックス」
　　　「シェルターボックス」というロータリーのボラ
　　　ンティア活動

　世界中で災害が頻発しており、シェルターボッ

クスは支援の最前線に立っています。シェルター

ボックスの救援チームは家を失った家族を援助し

ており、

　災害支援・・・真っ先に思い浮かぶのが、国内

では自衛隊活動だと思っていましたが。

　ボランティアになるまで、面接→研修→派遣前

研修→１年に２週間以上の現地での活動任務

　ここまでやると、ボランティアというよりプロ

フェッショナルでないか。

 《縦組み》

Ｐ.20　わが社の震災復興への取り組み　

　・ヤクルトレディーの教育

　・販売地域が被害を受けたにも拘わらずリスト

　　ラをせず、内部留保を切り崩してまで雇用を

　　維持

プログラム・会報広報雑誌小委員会より

日時　2016年12月5日 17：00～18：00

場所　コルネット

理　事　数　　10名

出席理事数　　 7名

審議事項
第1号議案　次々年度会長指名の件

　　　　　 会長指名特別委員会より、田中隆弥

　　　　　 会員が次々年度会長として指名された。

　　　　　　承認　

第2号議案　次年度役員・理事等承認の件

　　　　　　承認　

　　　　　　　　　

第3号議案　8月27日社会奉仕委員会事業決算報告

           承認の件

　　　　　　承認　

第4号議案　10月29日家族移動例会決算報告承認

           の件

　　　　　　承認　

第5号議案　12月19日クリスマス家族移動例会予

           算案承認の件

　　　　　　承認

第6号議案　1月6日新年移動例会事業計画承認の件

　　　　　　承認

第7号議案　音響設備導入の件

　　　　　 設備一式174,244円で導入する。

　　　　　  承認

第8号議案　2月27日池田ロータリークラブとの

           合同例会の件

　　　　　 ピアノ奏者を依頼し、謝礼として

           10,000円を拠出する。

　　　　　　承認

第9号議案　ロータリー参考書購入の件

　　　　　 新田研修リーダーより、クラブ研修

           の一環として参考書を全会員分購入

 

第6回理事会議事録           したいと申し出があり、35冊＋予備

　　　　　5冊の40冊購入する。

　　　　　　承認

報告事項
（１）ソウル安岩ロータリークラブ姉妹締結に

      ついて

（２）11月度7RC幹事会について



　　　　　　　　　　　　2016～17年度第1回クラブ広報委員長会議プログ

ラムが開催されました。

日時：11月26日（土　10：00～12：00

場所：薬業年金会館　

地区広報副委員長の挨拶のもと役員・委員の紹

介があり、松本進也ガバナーの開会挨拶で会議

が始まりました。

【会議内容】
（１）地区広報委員長から「地区広報について」

　先日のアンケートの提出の回答率が70％であ

　り、その結果から地区広報にどう繋げていく

　かの説明がありました。

（２）RIZ3RPICパストガバナーからロータリー

　の公共イメージについて、戦略計画から戦略

　的目標の内容の説明があり、マイロータリー

　の活用を進めて欲しい。

　現在、登録率が全体で20％であり、中には50％

　超の登録をされているクラブもあります。ま

　だ登録が少ないクラブは各会員がアカウント

　を作成のうえ、是非、登録をお願いしますと

　の事でした。　　

www.rotary.org/myrotary/ja

（３）㈱毎日放送　制作局エグゼクティブ　

　石田英司さんから（ちちんぷいぷいに出演）

　メディア戦略について　テレビの制作側　か

　らみたニュースの取り上げ方やロータリーの

　友の記事の内容からこの記事はテレビニュー

　スならどう取り上げるかなど、全く違く角度

　から記事の内容を解説していただきました。

　また、最後にロータリーさんも一般の方向け

　のHPを作成されれば、活動内容が分かりやす

　いのではとの事でした。

●インターコンチネンタルホテル大阪　アクセス

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番60号

（グランフロント大阪北館タワーC、フロント：ホテル20階）

Tel 06-6374-5700　Fax 06-6374-3233

阪急電鉄・阪神電鉄「梅田駅」より徒歩約5分

■阪急「梅田駅」からのアクセス■

阪急梅田駅茶屋町出口を1階まで降りて左方向へまっすぐ行くとヨドバシカメラの交差点があり、それを渡っ

てヨドバシカメラの北側の道を西に直進し、信号を渡るとグランフロント大阪北館に入ります。（タワーC）

例会場は2階「SAKURA」です。

●国際ロータリー第2660地区の変遷

11月のお誕生日

12月の結婚記念日

大阪RCが誕生したころは地区がまだなかったり、

第二次世界大戦時にはRIを離脱していたり、現在

に至るまで日本のロータリーの歴史にいろいろな

出来事があったことがよくわかります。

1920年 地区無し 東京RC誕生

1922年 地区無し 大阪RC誕生

1928年 RI第70地区 日本全国(満州・朝鮮・

                     台湾含む)

1939年 RI第71地区 近畿以西全域

1940年          RI脱退

1949年 RI第60地区 RI復帰　日本全国

1952年 RI第61地区 近畿二府四県以西全て

1955年 RI第63地区 三重県、近畿二府四県、

　　　　　　　　　　 四国四県

1957年 RI第365地区 三重県、近畿二府四県、

　　　　　　　　　　 四国四県

1959年 RI第365地区 三重県、近畿二府四県

1961年 RI第365地区 近畿二府四県

1970年 RI第366地区 大阪府、和歌山県

1977年 RI第266地区 大阪府、和歌山県

1982年 RI第266地区　 大阪府（大和川以北）

1991年 RI第2660地区 大阪府（大和川以北）

溝口 正孝・留里　 夫妻　 昭和59年12月28日 

沢田 武司・三喜子 夫妻　 昭和63年12月11日 

クラブ広報委員長会議報告



 

出　席　報　告

前々々例会　11月14日分のメークアップ　　　

  吉井会員　11月 7日 理事会出席

　石田会員　11月24日 豊中南ロータリークラブ例会出席

　 

1450 回 1447 回

Ａ 会員数 35 名 35 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 28 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 22 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 5 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ７８．１３％ ８７．８８％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2016年12月5日  2016年11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)

 7

国際奉仕委員会事業について 

　　　　　　 合 計　25,000円　 累 計　691,000円　　　

 

藤原　史郎　会長 …

岸添　広一　会員 …

岡本　厚　　会員 …

吉井　順子　会員 …

三好　洋二　会員 …

奥村　雅一　会員 …

子安　丈士　会員 …

坂田　妙子　会員 …

冨田　博文　会員 …

何かとありがとうございます。

少しいいことがありました。

欠席おわび

今週は初のドイツ行きです。
（来週は従って勝手ですがお休み
させて頂きます。）

欠席おわび
本日卓話です。

おつかれさまです!!

欠席おわび

前回、声が出なくソングリーダー
の任務を果たせませんでした。す
みません。

妻が誕生日を迎えます。
10月の結婚記念日にはお花をあり
がとうございました。

ニ  コ  ニ  コ  報  告

  

　真珠王御木本幸吉は、96歳で亡くなるまで、莫

大な財をなしましたが、健康には人一倍気を使い

ました。特にその食生活は質素で、摂り方は朝が

3、昼が2そして夜が1となるよう心がけました。

　すなわち夜は胃も休ませなければならないとし

ました。

　この考え方は、あながち間違いでは無いと云う

お話をいたします。すなわち、激しい嘔吐や胃痛

の原因に、野菜の芯やお餅があります。消化され

ないため、3日も4日も胃内に残留しつづけて、そ

の間、昼夜に胃酸が出続けるため、激しい潰瘍を

作ることがあります。さらに、これからの冬場に

多く見られるのが、刺身や寿司を食べた後に、独

特の周期的な腹痛をきたすアニサーキス症があり

ます。

　それから、最近マスコミで取り上げられる事が

多くなりましたピロリー菌の除菌後は癌化や潰瘍

の再発が抑えられるだけでなく、鎮痛剤や抗凝固

剤の内服時にも、除菌の有無が副作用の出現で大

きく関与します。

卓　　話

月間によせて
「疾病予防と御木本幸吉」

  三好　洋二　会員

12月のお誕生日お祝い
ビ　ジ　タ　ー

謝　冠　園（Rtn.Apple）様

(台北幸福ロータリークラブ)


