
　「人類の進歩と調和」をテーマに万博博覧会が

1970年3月から6か月間、大阪千里ヶ丘で開催されま

した。また、最近2025年に「万博を大阪で」と言う

声が聞こえています。

　ところでみなさん、万博会場内でRCの例会が開か

れたのはご存じでしょうか？

　万博会場内でRCの例会を開く計画が万博開催の4年

前から進められ、1967年1月、万博ロータリー組織委

員会が設置されました。会場内に例会場を建設する

ために全国から5800万円と多額の協力金が集まりま

した。

　3月14日にシンボルゾーンの太陽の塔に灯がともっ

て開会式が行われました。エキスポクラブに設けら

れた例会場では、3月16日、大阪RCの例会でスタート

してから、日曜・祭日を除いて9月13日の閉幕日まで

に153回の例会が一日の空きもなく開かれました。ホ

ストクラブ数 231クラブ、出席者数 23,380名、外国

からの来訪者数は53ヵ国より1,737名、国内ビジター

数 7,310名でした。大阪市内のRCと吹田RCから会場

内に13,500本の「平和のバラ園」が寄贈され、2年後

には、会場跡地の森林公園に余剰金570万円を投入し

た「ロータリーの森」を万博記念協会に寄贈された

そうです。
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 2月27日(月)

池田市長 倉田薫様をお迎えして

前菜盛合わせ、コーンスープ
牛ロースステーキ
ミックスサラダ、パン、コーヒー

　

次 

週
 

担当 プログラム・会報広報雑誌小委員会

生ハムオニオン、ミネストローネ
白美豚のトマト煮温野菜
ミックスサラダ、パン、コーヒー

 2月13日(月)

担当 ライラ実行委員会④

 2月20日(月)

蛸ときゅうりの明太和え、温泉卵
焼き豚と白髪ねぎ、サーモン照り焼き
白飯、汁物、香の物

①本日17:00より、第8回理事会が開催されました。

②地区より、2017-18年度のための地区研修・協

　議会において、田中隆弥次年度米山奨学委員長

　に対し米山奨学部門サブリーダーのお願いが届

　いております（会長宛）。

③ロータリー米山奨学生学友会(関西)より、米山

　感謝祭招待状が届いております（田中地区米山

　奨学副委員長宛）。

④地区ローターアクト委員会より、世界RACDAYの

　案内が届いております（青井委員長宛）。

幹　事　報　告

「ロータリーソングについて」
「池田ロータリークラブとの合同例会」

場所　コルネット
時間　18：30～　

大阪万博でロータリークラブの例会が行われた様子

は、RI2650地区ガバナー月信2006年4月号「1970年の

大阪万博とロータリーの協力」で紹介されています。

http://rid2650.gr.jp/archives/2005/monthly/04

_05.html



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

ガバナー月信より

●1 月 推 奨 記 事

P1　　ガバナーメッセージ
　　　職業奉仕月間にちなんで

P3　　クラブ広報委員長会議
　　　乾プログラム・会報広報雑誌小委員長出席

P7　　　IM第1組フレッシュロータリアンセミナー
　　　池田くれはロータリークラブ
　　　長嶋歴代ガバナー補佐、田中幹事 他
　　　フレッシュ８名出席

第8回理事会議事録

日時　2017年2月6日17：00～18：00

場所　コルネット

理　事　数　　10名

出席理事数　　10名

審議事項
第1号議案　手続要覧2016年度版購入の件

　　　　　　45冊購入する。

　　　　　　承認　

第2号議案　次年度各委員会組織承認の件

　　　　　　承認　

　　　　　　　　　

第3号議案　NPO法人国際ロータリー日本青少年

　　　　　 交換委員会の件

　　　　　　NPO法人国際ロータリー日本青少年

　　　　　　交換委員会(RIJYEC)を多地区合同

　　　　　　奉仕活動であることを承認し移行

            する。

　　　　　　承認　

第4号議案　2月13日の卓話の件

　　　　　　ロータリーソングの歌唱指導をする。

　　　　　　承認　

第5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

　　　　　　高橋SAAが当日の例会進行シナリオ 

            作成をはじめ、池田ロータリークラ

            ブの受入れ準備をする。

　　　　　　承認

第6号議案　12月19日クリスマス家族移動例会決算

           報告承認の件

　　　　　　承認

第7号議案　1月6日新年移動例会決算報告承認の件

　　　　　　承認

第8号議案　上半期会計報告承認の件

　　　　　　承認

第9号議案　クラブ創立35周年記念事業準備委員

　　　　　 会設立の件

　　　　　　委員長　松室利幸

　　　　　　委員　　藤原史郎、池田吉清、

　　　　　　　　　　岡本　厚、田中隆弥、

　　　　　　　　　　岸添広一

　　　　　　承認

第10号議案　周年基金積立金特別会計の件

　　　　　　 第4期の会費請求時に会員一律

             10,000円を徴収する。

　　　　　　承認

第11号議案　退会者承認の件

　　　　　　会員身分の終結希望者より退会届が

            提出された。3月31日付にて退会する。

　　　　　　承認　

報告事項
（1）7RC幹事会報告

（2）春のライラセミナー実行委員会報告

2月のお誕生日お祝い

霧山　勝弘・朋子 ご夫妻 昭和40年2月 7日

加藤　光祥・順子 ご夫妻 昭和56年2月 9日 

岡本　厚　・尚子 ご夫妻 昭和57年2月28日 

高橋　仁　・智子 ご夫妻 平成 6年2月12日 

2月の結婚記念日



　　　　　　　　　　　 　

　　

2017～2018年度　　各委員会組織

　今月は、平和と紛争予防／紛争解決月間です。

「平和フェローシップ」という制度をご存知でし

ょうか。

　平和は「人」から始まると考えるロータリーは、

平和フェローシップ（奨学金）を通じて、世界平

和と紛争予防の担い手となる人材を育て、平和推

進者の世界的ネットワークを築いています。　

　毎年、世界中から選ばれる最高100人のフェロ

ーが、ロータリー平和センター提携大学で学びま

す。フェローシップには、授業料・入学金の全額、

滞在費（宿舎・食費）、往復航空券、インターン

シップと実地体験の費用が含まれます。創設から

10年あまり、ロータリー平和センターは、平和構

築の分野のキャリアを志す1,000人以上の人材を

輩出してきました。その多くは、国連や世界銀行

といった国際機関や草の根のNGOでリーダーシッ

プを発揮し、より平和な世界を築くために活躍し

ています。

https://www.rotary.org/ja/our-programs/peace-

fellowships

MY ROTARYより 第2660地区ホームページより

　2018年度派遣 ロータリー平和フェローシップ募

集要綱が掲載されています。

　草の根や国際レベルで、平和活動に貢献する人材

を育てるロータリー平和フェローシップ。専門教育

を受け、実践的な知識やスキルを身につけたフェロ

ーたちは、卒業後に多方面で活躍し、スーダンの難

民支援、インドの女性のための雇用機会創出、紛争

や災害後の復興支援といったさまざまな活動に携わ

っています。

　毎年、最高100名までのフェローが選ばれ、世界

各地の提携大学に設置されたロータリー平和センタ

ーの修士課程または専門修了証コースで学びます。

フェローは、紛争を引き起こす根本的な問題を多角

的に研究し、現代社会のニーズに応える革新的な解

決策を探ります。

　フェロー候補者は、学業、職業、ボランティア活

動を通じて、平和と紛争解決への専心を実証してい

ること、優れたリーダーシップ能力を備え、高い学

業成績を修めていることなどが要件となります。

http://www.ri2660.gr.jp/?page_id=16

田中隆弥  中西博之

新谷秀一  奥山裕治

三好洋二  坂田妙子

（副SAA）池田吉清  松室利幸  奥村雅一  子安丈士  東浦　敬

（補佐）池田吉清

藤原史郎  池田吉清  岡本　厚  田中隆弥  岸添広一松室利幸

吉井順子

委員長

加藤光祥

今井卓哉

加藤光祥

新田耕平

中西博之

田中隆弥

乾　禎則

岡本　厚

服部潤承

委員

高橋　仁

クラブ奉仕委員会 青井秀浩　乾禎則

石田貴子　高原誠一郎　國司真相　坂田妙子　奥山裕治　冨田博文

青井秀浩  高原誠一郎  國司真相  東浦　敬  冨田博文

　　　　　　　親睦活動・出席・歌唱小委員会

　　　　　　　プログラム・会報広報雑誌小委員会

　　　　　　　職業分類・会員選考増強小委員会

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会

青井秀浩

奥村雅一  石田貴子  乾　禎則  子安丈士  奥山裕治

クラブ研修リーダー

創立35周年記念事業準備委員会

山内邦夫　中西博之 今井卓哉

長嶋貞孝　正岡　哲 谷口　浩

藤原　進　内村　昭　坂田妙子

　　　　　　　ロータリー財団小委員会

　　　　　　　米山奨学小委員会

青少年奉仕委員会

会場監督



 

出　席　報　告

前々々例会　1月16日分のメークアップ　　　

 　　池田会員　1月6日　理事会出席

　　 岡本会員　1月6日　理事会出席

　　 高橋会員　1月6日　理事会出席

　 

1457 回 1454 回

Ａ 会員数 34 名 34 名

Ｂ 出席免除者数 6 名 6 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 28 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　10 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 18 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ ８３．８７％ ７８．１３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年2月6日  2017年1月16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 

 

  

ビ　ジ　タ　ー

藤原　史郎　会長 …

岸添　広一副会長 …

高橋　仁　　会員 …

岡本　厚　　会員 …

吉井　順子　会員 …

谷口　浩　　会員 …

奥村　雅一　会員 …

東浦　敬　　会員 …

坂田　妙子　会員 …

いいことありました。

もうすぐ良い事がありそうです。

娘が無事4月より大学生になれま
す。みなさんのご声援のおかげと
感謝しております。ありがとうご
ざいました。

卓話当番です。

このところ映画鑑賞にはまってい
ます!

毎日寒いですね、しかし幸です!!

おつかれさまです!!

妻の誕生日です!

今日も張り切ってソングリーダー
がんばります。

合 計　27,000円　 累 計　1,060,000円

卓　　話

 「今、宿泊業をとりまく環境」

岡本 厚 会員

ロータリー探求より

ニ  コ  ニ  コ  報  告

プログラム・会報広報雑誌小委員会より

●ロータリーの友2月号について

今月は平和と紛争予防／紛争解決月間です。

《横組み》

P.5　
　1978年の国際ロータリ東京大会の写真が載って

おり、時代を少し感じられる気がします。

P.22～26　「日本のロータリーは100周年を迎える　
　　　　　に当たって」
　ロータリーの歴史に詳しい４名の方の対談形式

で紹介されています。

《縦組み》

P.21　ROTARY俳壇　
　同業で知っている先輩の方の名前が挙がってお

り、思わず読んでしまいました。

　　　

　　　「センスいい心うれしい褒め言葉」

ロータリーと歌・音楽
　ロータリーに歌を取り入れたのは、ハリー・

ラッグルスで、ポール・ハリスの紹介でシカゴ・

ロータリークラブに5番目に入会したことより、第

5ロータリアンとして知られた人です。

　ロータリーの創立後2年目に発生した奉仕派と親

睦派との間の激しい論争により、クラブが崩壊寸

前となった時、印刷業のハリー・ラッグルスが

「諸君歌を歌おうではないか」

と提案したのが始まりとされています。

http://www.narumi-clinic.jp/reportdata1/

1052950061/index.html


