
　本日は池田ロータリークラブから、会長の吉岡

崇様、幹事の名村研二郎様が表敬訪問にお越し下

さいました。有難うございます。最後までどうか

ごゆっくりおくつろぎください。

　また、本日の卓話は新谷秀一パストガバナーで

す。後程宜しくお願い致します。

　会員の皆様は本年度の年間行事予定表を御覧に

なられて、例年より例会開催日が少なくなってい

ると、思われたことでしょう。何故かと言います

と・・・

ロータリークラブ定款第８条第1節（C)取消の項目

が一部改正されたからであります。

　＊例会日が一般に認められた祝日を含む国民の

祝日に当たる場合、【またはその週に一般に認め

られた祝日を含む国民の祝日が含まれる場合】

・・・・・理事会は、例会を取りやめることがで

きる。理事会は、本項に明記されていない理由で

あっても、1年に４回まで例会を取りやめることが

できる。ただし、本クラブが３回を超えて続けて

例会を開かないようなことがあってはならない。

と【　】が追加改正されました。これにより、

この様な結果にさせて頂きました。

　なぜかと言うと、会員数減少に伴い財源確保

においてまた、事務局員の負担軽減等々、経費

削減が主でなく、削減により生じたお金をクラ

ブ活動に振り分け、充実した奉仕活動ができる

様に予算も組みました。

　会員の皆様には何卒ご理解の程お願い申し上

げます。

　その為にも、ロータリーの金看板と言われて

いる、親睦と職業奉仕に全員が参加し、好意と友情

を深めようではありませんか。

　普段の例会は勿論の事、本年も移動例会、家族

移動例会等、沢山の素晴らしい企画をして頂いてお

りますので、可能な限り参加してください。

　きっと、良い事があります！

2017～2018年度

会長／岸添 広一　幹事／沢田 武司
副会長／田中 隆弥　加藤 光祥
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担当 社会奉仕委員会

　　 青少年奉仕委員会

「移動動物園について①」

7月のお誕生日お祝い

ビ　ジ　タ　ー

幹　事　報　告

①本日17：00より、ブリッジにおいて第1回理事

　会が開催されました。

②地区より2017－2018年度クラブ職業奉仕委員長

　・地区委員合同勉強会の案内が届いております

　（高橋委員長宛）。

③ロータリー学友会よりロータリー学友交流会の

　案内が届いております（今井委員長宛）。

④7月のロータリーレートは、1ドル＝111円です。



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

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

委員会等報告

日時　2017年7月3日　17：00～18：00

場所　ブリッジ

理事数　12名

出席理事数　10名

審議事項
第1号議案　関係団体主要送金について

　　　例年通りクラブ活動渉外費より拠出する。

　　　承認

第2号議案　8月21日納涼家族移動例会事業計画に

　　　　　 ついて

      承認

第3号議案　ロータリー財団への寄付について

　　　予算案の通り。　

      承認

第4号議案　米山記念奨学会への寄付について

　　　予算案の通り。　

      承認

第5号議案　創立35周年記念事業登録料について

　　　今年度も四半期ごと一人当たり10,000円を

      徴収する。　

      承認

第6号議案　例会用備品購入について

　　　ホワイトボードを購入する。　

      承認

第7号議案　新会員入会について

　　　入会手続きを進める。　

      承認

持ち回り理事会
  会員身分の終結希望者1名より退会届が提出さ

  れた。　

      承認

　　　　　　　

第1回理事会議事録

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生  鄭 芝ｴｲ　様

7月の結婚記念日

長嶋 貞孝・安規子ご夫妻

　　 平成10年7月28日

7月のお誕生日お祝い

プログラム・会報広報雑誌小委員会より

卓話担当者の方へ、卓話依頼の案内のファックス

を事前にお送りさせていただきます。

各担当者様は、事前にタイトルお知らせいただき

卓話原稿の提出は(ゲストスピーカーを依頼した場
合にも責任を持って)必ず期日を守っていただけま

すようお願い申し上げます。

 前々々例会　6月12日分のメークアップ　　　

 　　松室会員　6月5日　理事会出席

 　　岡本会員　6月5日　理事会出席

1476 回 1473 回

Ａ 会員数 31 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 6 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　5 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 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 　 ％ ８６．６７％ ９０．６３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年7月3日  2017年6月12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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出　席　報　告



　　　　　　　　　　　 　

　　

Pick Up ロータリーの友

●ロータリーの友7月号推奨記事
新しい年度が始まりました。

今年度も毎月「ロータリーの友」の見どころを発

表していきたいと思います。

《横組み》
P3　今年度の新たなる「友」編集目標
　「ロータリーの友」を編集する「ロータリーの

　友委員会」があります。この組織は、委員長、

　副委員長、RI理事、特別顧問、顧問の役員に加

　えて、各地区から地区代表委員が選出されてい

　ます。（詳細は横組みP5）「友地区代表委員」

　と「法人友事務所」との交流を深めていけるよ

　うに目標が書かれています。

　また、今年度号より、新たな試みがいくつかな

　されていますので、主なものを抜粋してご紹介

　します。

●表紙がイラストになります。イラストにするこ

　とにより、写真とは異なる表現でロータリーの

　可能性が広がり、親しみやすさをアピールして

　います。

●「NewGeneration」の連載を開始します。

　ロータアクト、RYLAなどロータリーのプログラ

　ムに参加したことのある10代～30代の若者に、

　未来の夢に向かって努力していることなどを報

　告してもらい、ロータリーが育んだ若者の成長

　を写真とともに紹介します。（横組みP45）

P20～37　ガバナーの横顔
　日本における全地区のガバナーの紹介がされて

　います。

　（第2660地区の片山勉ガバナーはp33）

《縦組み》

P9～12　クラブを訪ねて　
　　　　  熊本りんどうロータリークラブ
　被災地でありながら、復興支援で地域を盛り上

　げ、創立10周年事業をあえて盛大にしようとい

　う逆転の発想を試みる斬新なクラブです。会員

　の平均年齢は49.44歳と40代中心で元気に活動

　されています。

P22～34　ロータリーアットワーク
第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。

・ふれあい親睦ゲートボール大会／高槻西RC（P25）

・第1回ラグビーロータリーフレンドシップマッ

　チ／東大阪RC（P31）

・青少年交換学生が座禅・お茶席を体験／高槻西

　RC（P32）

本年度会長です。一年間よろしく
お願い致します。

1年間どうかよろしくお願いいた
します

一年間、よろしくお願い致します。

クラブ奉仕です。宜しくお願い致
します。

新年度がはじまりました。
よろしくお願い致します。妻の誕
生日です。

SAA一年間宜しくお願い致します。

新年度への期待をこめて・・各委
員サマの事業への御協力もよろし
くおねがいします。

岸添会長今年度1年間よろしくお
願い申し上げます。

妻の誕生日です。

新しい年度よろしく。

妻の誕生日です。

一年間宜しく!!

新年度よろしくお願い致します。
大阪マラソン当選今年は走れます!

今年度もよろしくお願いします!!

沢田幹事をこの1年間支えて行き
ます。
どうぞ宜しくお願い致します。

新年度よろしくおねがいします。
欠席おわびします。

岸添会長1年間宜しくお願いします。

阪神連敗脱出。今年度もよろしく
お願いします。

新年度初例会おめでとございます。

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

田中　隆弥副会長 …

加藤　光祥副会長 …

高原　誠一郎会員 …

服部　潤承　会員 …

吉井　順子　会員 …

今井　卓哉　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

山内　邦夫　会員 …

正岡　　哲　会員 …

池田　吉清　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

乾　　禎則　会員 …

子安　丈士　会員 …

奥山　裕治　会員 …

冨田　博文　会員 …

クラブ研修リーダー
新田　耕平　会員 
池田　吉清　会員 …

ニ  コ  ニ  コ  報  告

合 計　60,000円　 累 計　60,000円



 
　

国際奉仕委員会事業について 

 

  

　

新 年 度 方 針

7月のお誕生日お祝い

　この度、幹事の役を仰せつかりました沢田で

す。引き受けたからには、精一杯務めていきたい

と思います。岸添会長と協力し、諸先輩の教えを

請いながら、クラブの円滑な運営に力を尽くして

まいります。

　しかし、私自身ロータリーに入会してまだ2年1

か月の若輩者です。何かしらミスをして、皆様に

迷惑をかけてしまうことも多々あるかと思いま

す。そんな時は、どうか温かい目で見守っていた

だきますよう心から切にお願いいたします。

　また、今このクラブには、入会3年未満の会員

が私も含め14名もいらっしゃいます。この若手メ

ンバーが今後もアクティブに活動し、先輩の皆様

と全員で、明るく活気のあるクラブにしていける

よう頑張っていきたいと思います。

　1年間、どうかよろしくお願いいたします。

会長バッジ引き継ぎ

岸添 広一 会長 

沢田 武司 幹事

会長方針は、週報No.1475の会長の時間をご参照

ください。

加藤 光祥 副会長

田中 隆弥 副会長

　2011～2012年度、2013～2014年度に引き続き、

３度目の副会長を務めます。過去２度は、クラブ

奉仕委員長を兼任しておりましたが、今年度は会

長の補佐役に専念します。岸添会長とは、2011～

2012年度に田中副会長と岸添幹事として、また

2016～2017年度は岸添副会長と田中幹事として３

役を務めており、気心知れた仲です。

　１年間どうぞよろしくお願い致します。

藤原前会長1年間ありがとうございました。
岸添会長これから宜しくお願い致します。


