
　本日は、熊澤一郎ガバナー補佐にご参加いただ

きクラブ協議会が開かれました。　

　今日はロータリークラブにおけるクラブ協議会

についてお話します。クラブ協議会の開催頻度は

クラブにより異なりますが、一般に次のような順

序で開かれます。

・第1回；次年度のための地区協議会終了後、次

　年度のRI及び地区の活動方針についての報告と

　協議を行い、同時に次年度クラブ会長のクラブ

　運営方針の発表を行う場とする。

・第2回；新年度の開始直後の早い時期に開催し、

　各奉仕部門及び各委員会のクラブ活動計画につ

　いて発表と協議を行う。

・第3回；ガバナー公式訪問前に、ガバナー補佐

　同席のもとに開催し、ガバナー補佐はガバナー

　に対してクラブの活動状況を報告する。

・第4回；上半期末に開催し、各奉仕部門・委員

　会に上半期中の活動の総括と下半期の活動計画

　について協議する。

・第5回；下半期の中頃に開催し、各奉仕部門・

　各委員会の活動状況の再チェックを行う。

・第6回；次年度の役員・理事・委員長と合同で

　開催し、本年度の活動の総括と次年度への引き

　継ぎを行う。

　手続要覧には、「クラブの全会員の出席が要請

される」と記されています。すなわち、クラブ協

議会では、クラブ全体の活動状況を話し合うわけ

ですから、全会員に出席を要請し、クラブ協議会

を会員がクラブ活動への参画意識を高める場であ

ること、また会員の教育の場にすることが望まれ

ます。

会長の時間  　　会長  藤原史郎
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担当 長嶋 貞孝 会員

 6月19日(月)  6月26日(月)

「バズセッション」

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。

「チャーターメンバーで30数年
　これで良いのだロータリアン」

米山奨学生  鄭 芝ｴｲ　様

長いもそうめん
魚と旬野菜の天ぷら、豆ごはん
香の物、えび団子のおすまし

田中　隆弥　 幹事

 6月12日(月)

「ガバナー補佐訪問」

　ガバナー補佐 　熊澤 一郎 様

国際ロータリー第2660地区

　ガバナー補佐エレクト 小島　治 様

①本日17:00より、ブリッジにおいて第12回理事会が

  開催されました。

②米山学友合同実行委員会より、「ロータリー米山記

　念奨学会　財団設立50周年記念」世界米山学友によ

 る【感謝in熊本】の案内が届いております（会長、

　幹事宛）。

③米山奨学生学友会(関西)より、学友会総会の案内が

　届いております（田中次年度地区米山奨学委員長、

　坂田カウンセラー、吉井カウンセラー宛）。

幹　事　報　告

たらこもずく、鯛お造り
魚の焼き物、ピーマンの卵焼き
御飯、香の物、豚汁

藤原　史郎　 会長

岸添　広一　副会長

前菜、焼き物、揚げ物
スパゲティー、パン盛合わせ
フルーツとケーキの盛合わせ



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

●　推 奨 記 事

P2　第2回 クラブ社会奉仕委員長会議  報告

　　服部地区社会奉仕副委員長　出席

P7　ロータリー学友会 加盟認証状伝達式 報告

　　田中次年度地区米山奨学委員長　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

日時　2017年6月5日　17：00～18：00

場所　Bridge

理　事　数　　10名　　　　出席理事数　　10名

審議事項

第1号議案　4月10日花見移動例会決算報告承認の件

　　　　　報告書に不備があり、修正後、持回り理

　　　　　事会に上程し再審議とする。

　　　　　　承認　

第2号議案　5月21日家族移動例会決算報告承認の件

　　　　　報告書に不備があり、修正後、持回り理

　　　　　事会に上程し再審議とする。

　　　　　　承認　

第3号議案　創立35周年事業実行委員会設置の件

　　　　　準備委員会6名に新たに3名を加え、9名体

　　　　　制で実行委員会を発足する。

　　　　　また、松室実行委員長を次年度理事とし

　　　　　て推薦する。

　　　　　　承認

第4号議案　6月26日最終例会の件

　　　　　　承認

　　　　　　　　　

第5号議案　次年度予算案承認の件

　　　　　補正予算案作成を被選理事会に一任する。

　　　　　　承認

第6号議案　次年度年間行事予定承認の件

　　　　　若干の修正を被選理事会に一任する。

　　　　　　承認

第7号議案　退会者承認の件

　　　　　会員身分の終結希望者2名より退会届が提

　　　　　出された。

　　　　　　承認

第12回理事会議事録

会長　　　　　　　田中　隆弥　　　　　　　　

幹事（予定者）　　高原誠一郎

直前会長　　　　　岸添　広一　

実行委員長　　　　松室　利幸

副実行委員長　　　池田　吉清

副実行委員長　　　藤原　史郎

副実行委員長　　　岡本　　厚

副実行委員長　　　青井　秀浩

副実行委員長　　　今井　卓哉

6月のお誕生日お祝い

2017～2018年度池田くれはロータリークラブ

 　創立３５周年記念事業実行委員会組織

   　　　　　　　　　　　　　　 (敬省略）

ガバナー月信6月号より

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生  鄭 芝ｴｲ　様

藤原　史郎　会長 …

服部　潤承　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

高原誠一郎　会員 …

沢田　武司　会員 …

本日、今年度最終理事会を無事終
わることができました。皆様のお
かげです。感謝感謝
家内の誕生日です。

ライラのジャケットありがとうご
ざいました。

青空とさわやかな風に乾杯!!

おつかれさまです!!

本日、卓話当番です。よろしくお
願い申し上げます。

25日 妻の誕生日です。

合 計　20,000円　 累 計　1,569,000円

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6月号推奨記事

6月はロータリー親睦活動月間です。

《横組み》

P.48 　新クラブ「大阪水都RC」

《縦組み》

P.4～　地球温暖化防止の切り札は？

　トランプ大統領がパリ協定を離脱するとの発表

がありましたが、ここ最近国内でもクールビズや

PM2.5、室温を28℃にするなど地球温暖化防止を進

めようと定着してきたように思うのですが、残念

です。

　CO2を発生しないようにするには自然エネルギー

を利用する事になりますが、残念ながら日本はこ

の分野で先進国の中では一番遅れているそうで

す。日本のC02の排出量は、世界第5位（1位中国、

2位アメリカ）だそうです。そして日本で有力な自

然エネルギーは、地熱発電。火山国日本の地熱の

ポテンシャルは世界3位。しかも地熱発電に必要な

蒸気タービンは世界の70％が日本製との事です。

　最近、原子力発電所の再稼働のニュースが報じ

られていますが、日本の国土を活かせて安定的に

電気を発電できる地熱発電が、日本の有望な自然

エネルギーだと記事を読んで感じました。

出　席　報　告

前々々例会　5月15日分のメークアップ　　　

石田会員 5月3日 春のRYLAセミナー出席

長嶋会員 5月3日 春のRYLAセミナー出席(出席免除者）

山内会員 5月3日 春のRYLAセミナー出席(出席免除者）

1472 回 1469 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 　3 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 21 名 24 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 　 ％ ８０．６５％ ８９．６６％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年6月5日  2017年5月15日

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

6

卓　　話

 「親睦と奉仕」

高原 誠一郎 会員

　ロータリーにおいて親睦活動を行っているもの

にロータリー親睦活動グループとういうものがあ

り、同じ趣味、同じ職業、共通の関心ごとに世界

規模で親睦活動グループが存在し、ロータリアン

において意義ある活動となっております。

　しかし親睦活動とロータリーでいう「親睦」と

は意味が異なります。親睦活動はゴルフ会やその

他親睦会等に参加することで、共通の趣味や共通

の関心をもった仲間と親睦をはかるに留まること

だと思います。これに対しロータリーにおける「

親睦」とは、クラブ奉仕の一環としてレクレーシ

ョンや親睦会を設置し、例会内で会員間相互の親

睦を深め、その結果として奉仕の心が高められる

ことを意味します。我がクラブにおいても新入会

員がまず親睦・出席・歌唱小委員会に配属される

のも、その為であり、まずは親睦を出発点として

例会において奉仕の理想を学んでいってもらいた

いという表れだと考えます。すなわち、世間一般

の人達が考える親睦という言葉とロータリーが意

図とする親睦という言葉とはその概念が異なるこ

とになります。これは奉仕という言葉も同様であ

ります。「奉仕」とはロータリーにおいては「サ

ービス」と訳します。そしてこのサービスの概念

が非常に重要となります。サービスの動詞形はサ

ーブですが、人や地域などのニーズが存在すると

ころにサーブしなければなりません。そのためサ

ービスという動作を行うには、そのニーズを知っ

た上で、サービスを提供しなければ、ロータリー

における奉仕を行ったことにならないことになり

ます。私は今後もこの「親睦と奉仕」の意味する

ところを考えてゆきたいと思います。



 
　

国際奉仕委員会事業について 

 

  

　

春のRYLAセミナー　photograph 

長嶋 貞孝・安規子ご夫妻 

　　 平成10年7月28日

6月の結婚記念日

皆様のおかげで無事に終えることが出来ました。


