
　この一年副会長としての職務を全うできたか否

か自身解りませんが、ロータリーに入会して早や

10年が過ぎ、色々な人々との出会いや経験をさせ

ていただきました。この一年で、若い新入会員の

入会により、又違った出会いや経験により自身少

しは成長できたかな？と思っております。

　ロータリーは愛情の世界（専門職業）と打算の

世界（実業家）との職業人の集まりであります。

新入会員の皆様にもこの事を理解していただき、

次年度のクラブ運営方針である、

『誇りをもって、奉仕とサービスをしよう！！』

を共に実践してみませんか・・・。

副会長の時間  　　副会長  岸添広一
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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

アボガドとなすの揚げ出し
冷しゃぶサラダ、香の物
とうもろこしごはん、みそ汁

田中　隆弥　 幹事

①地区より、2017-2018年度第1回クラブ国際奉仕

　委員長会議の案内が届いております（岡本次年

　度委員長宛）。

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

 7月3日(月)

「新年度方針」

岸添　広一　 会長
沢田　武司　 幹事
加藤　光祥　副会長

藤原　史郎　会長 …

田中　隆弥　幹事 …

岸添　広一副会長 …

池田　吉清　会員 …

服部　潤承　会員 …

吉井　順子　会員 …

山内　邦夫　会員 …

新田　耕平　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

國司　真相　会員 …

沢田　武司　会員 …

東浦　　敬　会員 …

熊澤一郎ガバナー補佐、小島治ガバ
ナー補佐エレクトをお迎えして。

熊澤ガバナー補佐、小島ガバナー
補佐エレクトをお迎えして。

熊澤ガバナー補佐、小島ガバナー
補佐エレクト本日のクラブ協議会
ならびに例会出席ありがとうござ
います。

クラブ協議会ご苦労様です。

熊澤G補佐、小島G補佐エレクトよ
うこそおいで下さいました。

左眼の白内障の手術をし皆様のお
顔が断然明かるく見える今日の日
です。

妻の誕生月です。

熊澤ガバナー補佐、小島ガバナー
補佐エレクトをお迎へして。
御指導ありがとうございました。

欠席おわび

ガバナー補佐をお迎えして!!

だんなのBirthdayです。ありがと
うございます。欠席おわび!

欠席おわびいたします。

熊澤ガバナー補佐、小島ガバナー
補佐エレクトお越しいただきあり
がとうございました。

欠席お詫び!

合 計　35,000円　 累 計　1,604,000円

ニ  コ  ニ  コ  報  告



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

　本日は最終のガバナー補佐訪問をお受けいただ

きありがとうございました。

池田くれはロータリークラブにおかれましては藤

原史郎会長のもと、今年度は地区事業としてご担

当いただいた春のライラへの取り組みをはじめ社

会奉仕事業としての池田市民まつりへの参加ほか

当初の事業計画に基づきつつがなく諸事業を終え

ようとされています。会員の皆様のご努力に対し

心より敬意を表したく思います。

　特に春のライラにおきましては池田実行委員長、

今井地区青少年委員のリーダーシップのもと、準

備段階から三日間の本番にいたるまで会員一丸と

なって取り組まれ大成功に導かれたこと松本ガバ

ナーに成り代わり心より感謝申し上げます。

　本年度は地区改革の２年目としてIMの再編成、

ガバナー補佐選出方法の改定はじめRI規定審議会

決議への的確なご理解また地区が実施しました各

行事への積極的なご参加ご協力をいただきました

ことをまずもって心よりお礼申し上げます。

　世界のロータリークラブがクラブ運営の柔軟化

の流れの中で会員増強を行っている中で、2660地

区においても地域及び会員構成に対応したクラブ

運営のあり方について議論がなされていますが、

この度「2016－41」としてRIへ提出し審議保留と

されている「仕事に就いたことのない方の入会制

限」の制定案についてのその後の審議状況を開示

いただく決議案を各クラブのご賛同をいただき提

出する運びとなりました。

　また去る6月1日にチャーターナイトを迎えまし

た「大阪水都ロータリークラブ」が地区内82クラ

　　「ガバナー補佐訪問」

　国際ロータリー第2660地区

 1組ガバナー補佐 熊澤 一郎 様

ブ目として誕生したというトピックも報告させ

ていただきます。クラブ運営に柔軟性を持たせ

た新クラブの運営に対しご注目いただきたいと

思います。

　ロータリーではすでに4月15日に次年度のため

の地区研修・協議会が開催されいよいよ次年度に

向けてのスタートが切られようとしています。

　IM1組におきましてはこの間ガバナー補佐訪問

並びにガバナー公式訪問でお世話になりましたこ

とをはじめフレッシュロータリアン中心のセミナ

ーを含め計3回の若手会、親睦ゴルフ行事、ロー

タリーデー、春のライラ等で各クラブから多大な

るご協力を賜りました。

　特に1組独自の企画であります若手会もフレッ

シュロータリアン財団セミナーとしての第1回目

からガバナー並びにベテランガバナー補佐のご参

加をいただいた2回目の新年会と先日の第3回目の

懇親会に至るまで当クラブからもご参加、ご活躍

いただき、研修と親睦に大きな成果を上げること

が出来ました。

　4月1日に開催されましたIM1組ロータリーデ―

におきましても池田くれはクラブ事業のご紹介は

じめ多くの会員のご出席とともに、地域の奉仕団

体である池田JCのメンバーの参加へのご協力をい

ただきましたことを感謝いたします。個人的には

講師の池間哲郎さんとJC時代の仲間としての交流

を再開することができ、嬉しい出来事でした。

　最後に次年度は池田ロータリークラブの小島ガ

バナー補佐にご出向いただきます。7RCでの現1組

体制の最後の年度となりますので、1組の良き伝

統が次々年度にも引き継がれますよう池田くれは

ロータリークラブの皆様にもご協力のほどよろし

くお願いいたします。

1組ガバナー補佐エレクト 小島 治様

来期はよろしくお願い致します。

卓　　話



　　　　　　　　　　　 　

　　

クラブ協議会

ビ　ジ　タ　ー

国際ロータリー第2660地区

　IM1組  ガバナー補佐

　　熊澤 一郎　様（豊中千里RC）

　  IM1組  ガバナー補佐エレクト

 小島　 治　様（池田RC）

米山奨学生　鄭 芝ｴｲ 様

　国際ロータリー第2660地区1組ガバナー補佐熊

澤様、ガバナー補佐エレクト小島様にお越しいた

だいて、クラブ協議会がブリッジにて開催されま

した。各理事、役員より今年度の報告がなされ、

総評でガバナー補佐より、春のRYLAで大成功を収

められましたとお言葉をいただきました。

●クラブ協議会とは（ロータリー用語便覧より）
http://rotaryeclub2650japan.org/word/detail.

php?cate=ku

　クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もし

くは会員教育について協議するために開かれる、ク

ラブ役員、理事、委員会委員長を含む全クラブ会員

の会合である。クラブの全会員の出席が要請され

る。クラブ会長、もしくは指定されたほかの役員

が、クラブ協議会の議長を務める。クラブ協議会は、

ガバナーまたはガバナー補佐の訪問時や、ほかの適

切な時に数回開かれる。クラブは、地区全域のプロ

グラムと活動に関する報告が受けられるように、地

区研修・協議会と地区大会の直後にクラブ協議会を

開催するよう奨励されている。



 
　

出　席　報　告

 前々々例会　5月21日分のメークアップ　　　

　　　青井会員　5月8日　理事会出席

　　　池田会員　5月8日　理事会出席

　　　岡本会員　5月8日　理事会出席

　　　服部会員　5月8日　理事会出席

　　　高橋会員　5月8日　理事会出席

1473 回 1470 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 　9 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 18 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 3 名

Ｇ メークアップ数 5 名

出 席 率 　 ％ ８４．３８％ ８６．６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年6月12日  2017年5月21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 

 

  

　

ハイライトよねやま

第2回次期地区米山奨学委員長セミナーを開催

(田中次年度地区米山奨学委員長 出席）

　2017-18 年度地区米山奨学委員長対象の第2回セ

ミナーを5月31日、都内で開催しました。

　今回のセミナーは『どんな奨学生を採用し、ど

のように育てるか』をメインテーマに、安増惇夫

理事がファシリテーターとなって、全体会議の形

式で進められました。サブテーマ毎に、独自の取

り組みを行う地区からの事例発表（下記参照）や

意見交換が行われました。

●三者懇談会で奨学生、カウンセラー、指導教員

　の理解促進

（高橋博文 第2580地区次期米山記念奨学委員長）

●「大学の理解促進」大学説明会で意見交換会

（田中隆弥 第2660地区次期米山記念奨学委員長）

●「カウンセラーの育成」ハラスメント研修の義

　務づけ

（秋吉　実 第2720地区米山記念奨学委員長）

●「寄付増進」寄付者の裾野を広げる 

（磯田隆雄 第2650地区次期米山記念奨学委員長）

　今回は初の試みとして、グループディスカッシ

ョンを設けず、すべて全体研修で進める形を取り

ました。「全員が同じ事柄について議論できて良

かった」という意見がある一方、時間の制限から

十分な発言ができたとは言えず、気軽に発言でき

るグループディスカッションを望む声を多くいた

だきました。アンケートのご意見を参考に、今後

のセミナー形式や内容を検討してまいります。

http://www.rotary-

yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight207_pdf.

2017-18年度RI会長　
イアン・ライズリー氏のご紹介

オーストラリア（ビクトリア州）Sandringham

ロータリークラブ所属

公認会計士。個人や小規模ビジネスにおける税

務や管理のアドバイスを専門とする会計事務

所、Ian Riseley & Co.を1976年に設立し、現在

は社長を務める。同社設立以前は、大手会計事

務所や企業の監査・経営コンサルティング部門

に勤務。税法の修士号、会計と所得税の学士号

を持つ。パストガバナーであるジュリエット夫

人とともに、メジャードナーおよびロータリー

財団遺贈友の会会員。お二人のお子さんと4人の

お孫さんがおり、ムアルーダックにある自宅の7

ヘクタールの敷地では、持続可能で有機的な生

活哲学を実践している。

MyRotaryhttps://my.rotary.org/ja/news-

media/office-president/ri-president-elect
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