
　2017～2018年度　　会長方針

 　　『誇りをもって奉仕とサービスをしよう』

 　　　　　会長エレクト　岸添広一

　２０１７－２０１８年度「ロータリーとはなん

ですか」という問いに、「ロータリー：変化をも

たらす」というテーマでRI会長イアンH．S．ライ

ズリー氏は答えています。それぞれどの様な方法

で奉仕することを選んだとしても、その理由は奉

仕を通じて人々の人生に変化をもたらせると信じ

ているからです。

　本年度の会長方針は、「誇りをもって奉仕とサ

ービスをしよう」であります。奉仕は一方的行為

であり、サービスは相互的行為であります。そし

て池田くれはロータリークラブの公共イメージと

認知度の向上、これらを考えてロータリー活動を

しようと思っております。

　そのために、本年度は親睦活動、プログラム各

小委員会の協力のもと会員相互の交流を図り、

移動例会等も充実させたいと考えています。
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 5月22日(月)

担当 坂田 妙子 会員

 5月15日(月)

担当 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

 5月21日(日)

家族移動例会
例 会 休 会

ほうれん草白和え・旬魚の焼き物
まぐろの造り・海老の変わり揚げ
肉みそ御飯・香の物・吸物

第11回理事会議事録

日時　2017年5月8日 17：00～18：00

場所　Bridge

理　事　数　　10名    出席理事数　　 9名

審議事項

第1号議案　5月21日家族移動例会事業計画承認の件

　　　　　　事業計画は承認。予算案は持回り理

            事会に上程する。

　　　　　　承認　

第2号議案　5月15日卓話担当変更の件

　　　　　　山内会員から坂田会員に変更する。

　　　　　　承認　

第3号議案　クールビズの件

　　　　　　来週の例会よりノーネクタイ可とする。

　　　　　　 承認

ビ　ジ　タ　ー

日時　2017年4月24日　17：00～18：00

場所　不死王閣

理事数　11名

出席理事数　10名

報告事項
１．次年度のための地区研修・協議会の件

　　4月15日に13名の理事役員等が出席し、研修を

　　行ったことが報告された。

審議事項
第1号議案　次年度方針について

　　　　　　承認
第2号議案　次回被選理事会の開催予定について

　　　　　　5月29日ブリッジで開催することで
　　　　　　承認
　　　　　　　

協議事項
（１）次年度年間行事予定（案）について

　　　例会の開催については、定款の変更があり、

　　　開催回数を減らすことができるが、次年度　

　　  はこれを取り入れないこととした。

　　　8月21日は家族も含めた納涼家族移動例会

     とする。

　　　1月29日は1500回目の例会なので、過去の実

　　　績も参考にしながら記念例会を計画する。

　　　6～10月はクールビズにする。ただし、9月

　　　25日のガバナー公式訪問時のみネクタイ着

　　　用とする。

（２）次年度補助金事業について

　　　先週、地区のロータリー財団に補助金の申

　　　請書が提出されたことが報告された。

　　　和歌山市での移動動物園について視察報告

　　　が行われた。

　　　追加の動物はラクダからアザラシとペンギ

　　　ンにする方向で検討することが報告された。

依頼事項
（１） 2017－2018年度活動計画について

　　　 次回被選理事会で協議するため、各委員長

       は活動計画を5月24日までに事務局へ提出

       するよう依頼された。

「自 己 紹 介」

卓話 米山奨学生 鄭 芝ｴｲ　様

米山奨学生 鄭 芝ｴｲ　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

ガバナー月信5月号より
●　推 奨 記 事

P9　ＩＭ第１組ロータリーデー 報告

　　藤原会長、田中幹事、岸添会長エレクト、

　　池田会員、新田会員、松室会員、岡本会員、

　　服部会員、乾　会員、高原会員、奥村会員、

　　今井会員、青井会員、子安会員、坂田会員、

　　奥山会員、冨田会員　以上17名　出席

奥村 雅一 会員 昭和46年3月25日

高橋 智子 様　　　　　 3月 6日

加藤 順子 様　　　 　　3月 8日

3月のお誕生日

①本日17:00より、第11回理事会が開催されました。

②地区ガバナーエレクトより、2017～2018年度の

　ための地区研修・協議会出席の御礼が届いてお

　ります（岸添会長エレクト宛）。

③地区ガバナーエレクトより、2017～2018年度の

　ための地区研修・協議会部門別協議会成功の御

　礼が届いております（米山奨学部門　田中隆弥

　サブリーダー宛）。

④地区職業奉仕委員会より、2017～2018年度職業

　奉仕委員長アンケートが届いております（高橋

　次年度委員長宛）。

⑤地区ガバナーより、新クラブ「大阪水都ロータ

　リークラブ」創立及びチャーターナイトのお知

　らせが届いております（会長、幹事宛）。

⑥地区米山奨学委員長より、特別寄付者を増やす

　ことへのお願いが届いております（会長、幹事

　宛）。

⑦地区より、第2660地区2017～2018年度のための

　会員増強セミナー開催の案内が届いております

（岸添会長エレクト、加藤次年度クラブ奉仕委員

　長宛）。

⑧日本のロータリー100周年委員会より、「2020

　年日本のロータリー100周年に関するアンケー

　ト」のお願いが届いております（会長宛）。

⑨公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、

　感謝状が届いております。

　山内会員　第7回米山功労者

　内村会員　第1回米山功労者

　吉井会員　第1回米山功労者

⑩地区より、国際ロータリー第2660地区ロータリー

　学友会認証状伝達式の案内が届いております　

　（田中次年度地区米山奨学委員長宛）。

⑪5月のロータリーレートは、1ドル＝110円です。

幹　事　報　告 感 謝 状 授 与

山内会員　第7回米山功労者

吉井会員　第1回米山功労者

5月のお誕生日お祝い藤原 進　 会員 昭和10年4月15日

山内 邦夫 会員 昭和17年4月30日

藤原 史郎 会員 昭和28年4月15日

沢田 武司 会員 昭和37年4月14日

奥山 裕治 会員 昭和40年4月 8日

乾　 禎則 会員 昭和40年4月29日

冨田 博文 会員 昭和42年4月 2日

東浦 敬   会員 昭和44年4月15日

乾　貴子 様            4月29日

吉井　順子・忠彦　ご夫妻　昭和42年5月28日 

服部　潤承・純子　ご夫妻　昭和58年5月15日

谷口　　浩・知子　ご夫妻　昭和62年5月5日

國司　真相・悦子　ご夫妻　平成18年5月27日

5月の結婚記念日



　　　　　　　　　　　 　

　　

ニ  コ  ニ  コ  報  告

藤原　史郎　会長 …

田中　隆弥　幹事 …

岸添　広一副会長 …

松室　利幸　会員 …

高橋　仁　　会員 …

乾　　禎則　会員 …

池田　吉清　会員 …

岡本　厚　　会員 …

服部　潤承　会員 …

吉井　順子　会員 …

青井　秀浩　会員 …

山内　邦夫　会員 …

正岡　哲　　会員 …

新田　耕平　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

今井　卓哉　会員 …

高原　誠一郎会員 …

國司　真相　会員 …

沢田　武司　会員 …

子安　丈士　会員 …

ライラセミナー無事終わりまし
た。皆様のご協力本当にありがと
うございました。特にロータリー
パパ・ママの会員の皆様、本当に
ご苦労様でした。感謝

春のライラセミナーお疲れさまで
した。

ライラおつかれ様でした。
家内の誕生日5月31日です。

私と家内の誕生月です。

ライラに長男を参加させて頂きあ
りがとうございました。チームラ
イラの皆さん大変お疲れ様でし
た。私を6班の担当にしていただ
いた事本当に感謝します。楽しい
3日間を過ごす事が出来ました。
ありがとうございました。

RYLAお疲れさまでした。クールビ
ズ１週間早くなりました。花見例
会の写真ありがとうございます。

ライラお世話になりました。

春のライラおつかれさまでした。
特にロータリーパパ・ママの皆さ
ん本当におつかれさまでした。

春のライラ成功を祝して

RYLA無事終了!皆さま誠にお疲れ
さまでした!

卓話担当です。ライラではお世話
になりありがとうございました。

写真ありがとうございました。

写真ありがとう!

皆さんライラお疲れさまでした。

ライラ楽しかったです。
すてきなGWでした。

ライラおつかれさまでした!!

皆様 春のRYLAセミナーお疲れ様
でした。無事に終わり本当に良
かったです。

春のライラ、楽しかったと同時
に、勉強にもなりました。良い経
験をさせていただきました。

ライラ2日目、久安寺ご参拝あり
がとうございました。鐘つき、コ
イのえさやり、座禅等、よいお天
気でさわやかなひとときだったと
思います。私も楽しませていただ
きました。

春のライラ、貴重な体験ができま
した。メンバーの皆様、特に今井
さんおつかれ様でした。

遅刻おわびします。

東浦　敬　　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

写真ありがとうございます!
クールビズ早かったです。

ライラママを経験させていただい
た事に感謝します。皆さんおつか
れ様でした。ありがとうございま
した。

ライラお疲れ様でした。

(ニコニコ報告続き)

プログラム・会報広報雑誌小委員会より

●ロータリーの友5月号推奨記事

５月は青少年奉仕月間です。

《横組み》

P8.ロータリーパパ＆ママ

　第2660地区の瓦谷勝委員長からの記事となりますが、

　我が池田くれはRCも先週の5月3日～5日に2016-17年度

　春のRYLAを無事終了する事が出来ました。

　その直後の記事紹介なので、今回は全会員が端から端

  までRYLAを思い出しながら読んでいただけると思います。

・特筆すべきことは、受講生の変化ももちろんですが、

 それ以上にロータリーパパ＆ママとして参加したロー

 タリアンが変化する事です。（今回パパ＆ママとして

 参加された会員の全員が、感想を聞かれた時にそう言

 っていましたよね。）

・セミナー終了時には同じ班の受講生との別れを惜しむ

 ほどに貴重な体験をすることが出来たとの感想が数多

 く聞かれます。

（パパ＆ママ　肌身を持って今回感じられたのではない

 でしょうか？　

 最後に泣いていた〇井さん、〇田さん、いかがですか？

 この記事をまた読んで、また、感動していませんか？）

・最後にRYLAは「青少年の為ではなく、青少年と共に」

 であると実感できる制度です。今回のRYLAを体験して

 みて、この言葉の意味が本当に解ったように思える記

 事でした。

P19.忙しいのはあなただけ？

・忙しい人ほど快く執筆依頼活動を引き受けてください

 ます。誰もが平等に与えられた１日24時間ですが、

 その使い方が上手な人はたくさんの事ができる。

・要は断ってはいけない、あなたなら「やってくれる」

 と能力を信じている証であると思います。

・忙しいスケジュールをうまく調整して、ロータリーの

 ための時間を作ってください。

P22.　寄付金の流れ：寄付金が生かされるまで。

《横組み》  今回は、割愛させていただきます。

合 計　73,000円　 累 計　1,475,000円



 

出　席　報　告

 前々々例会　4月10日分のメークアップ　　　

  新田会員　4月1日　 IMロータリーデー出席（出席免除者）
　加藤会員　4月15日　地区研修・協議会　出席
　中西会員　4月15日　地区研修・協議会　出席

　

1468 回 1465 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 6 名 6 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 27 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　4 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 23 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 3 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ８７．１０％ ９３．３３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年5月8日  2017年4月10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 

 

  

　

　いよいよ熊澤ガバナー補佐年度最後の若手会の

ご案内です。過去2回の若手会は若干お固い雰囲気

でしたが、次回は打ち上げを兼ねて「飲み会」を

下記の通り開催致します。

記

　日時：4月21日金曜日　19:30スタート

　場所は、豊中RC中谷さんのご協力のもと、

　甘太郎千里中央店、リクエスト予約(仮)を頂い

　ております。

（全12品、飲み放題２時間付きで2990円(税込)）

　ざっくばらんな「飲み会」なので若手を中心に

多数のお声がけ、お誘いを賜ります様、何卒よろ

しくお願い致します。

　当クラブの出欠は中西会員が取りまとめています。

出席ご希望の方は中西会員に4月14日までにご連絡

ください。ご連絡手段は、お電話・メール等何でも
結構です。

　2017年5月3日から5日までの2泊3日、岡本会員の不

死王閣にて春のRYLAセミナーを開催し、無事終了す

ることが出来ました。準備も含めて、会員の皆さん

には多大なるご尽力をいただきまして誠にありがと

うございました。何より受講生43名、元気に最終日

まで過ごすことが出来たことに感無量です。

　私事ですが、RYLAセミナーには「妻との出会いの

場所」という特別の思いがあり、かつて自分が受講

生として参加させていただいていた行事に、今度は

ロータリアンとして開催する側にまわるという私と

してはかなり感慨深いものがありました。そういっ

たRYLAの場に一人でも多くの若者に参加してもらい

たいとの思いで、身内からも3名参加させていただ

き、貴重な体験を経験出来、次回もぜひ参加させて

いただきたいと大変喜んでおりました。

　セミナーでは、受講生43名を、7班に分け、それぞ

れの班にロータリーパパ・ママが2名ついて、青少年

とともに学び、交流を深めることが出来ました。

　東京RC水野正人様の基調講演「21世紀を生きる君

たちへ」でリーダーシップを学び、チームライラが

考えてくれたいくつかの研修プログラムに加えて國

司会員のご好意で、久安寺で座禅体験をさせていた

だいたり、新田会員に「おしえてロータリー」をお

話ししていただいたり、受講生とともにたくさん学

ぶことが出来ました。

　坂田会員がリーダーになっていただいたラジオ体

操や、不死王閣が用意してくださった毎回の美味し

いお食事は、受講生同士が自然にうちとけて仲良く

なれる絶好の機会でした。「同じ釜の飯を食う」と

は言い得て妙ですね。

　最後に、チームライラの皆さん、今井会員を含め

て地区青少年活動委員会の皆さん、その他ご協力頂

いた方々に感謝をして締めくくりたいと思います。

卓　　話

「春のRYLAセミナー報告」

 　　青井 秀浩 会員

春のRYLAセミナー　お疲れさまでした。


