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国際ロータリー第2660地区
ガバナー補佐エレクト 青山快玄 様

次々週

「ガバナー補佐訪問」

次 週

9月11日(月)

誇りを持って奉仕と
サービスをしよう！

9月18日(月)
例会休会

ガバナー公式訪問
国際ロータリー第2660地区
ガバナー 片山 勉 様

～ 敬老の日 ～

メニュー

ハンバーグ
秋鮭のフライ
サラダ、コーンスープ、ごはん

会長の時間

9月25日(月)

イカゆずこうじ和え
カツオのたたき、なす田楽
きのこ御飯、みそ汁、香の物

幹

会長 岸添広一

事

報

告

①地区より、地区ロータリー財団セミナーの案内
が届いております（会長、中西委員長宛）。
②地区より、第1回クラブ社会奉仕委員長会議の
案内が届いております（会長、吉井委員長宛）。
③ロータリー米山記念奨学会より、財団設立50周
年記念式典の案内が届いております（会長宛）。
④地区より、米山奨学生カウンセラー研修会の案
内が届いております（会長、坂田会員、吉井会
員宛）。
ロータリー入会の理由は、会員の数だけ、また

⑤地区より、米山奨学生レクリエーションの案内

はそれ以上あると言われております。しかし、ロ

が届いております（会長、坂田会員、吉井会員

ータリーに留まる理由は、自分の人生に何かを与

宛）。

えてくれるから、と言う点で多くが一致します。

⑥地区より、2017-2018年度ロータリー財団奨学

ロータリーを通じて私たちは世界でよいことをし

生募集の案内が届いております（会長、幹事、

ます。積極的に参加すれば、それだけ、「池田で

中西委員長宛）。

・大阪で・日本で・世界でよいこと」の輪を広げ
ることができるでしょう！！
クラブや会員がどのように「奉仕とサービス」

⑦地区より、2017-2018年度地区大会信任状委員
会委員の委嘱状が届いております（正岡会員
宛）。

に打ち込むかは、常に各自の判断によります。
一方、ロータリー全体では理事会が設定した戦
略計画の３つの優先項目（クラブのサポートと強
化・人道的奉仕の増加と重点化・ロータリーの公
共イメージと認知度の向上）に従って活動が行わ
れていきます。
本日はガバナー補佐訪問日でありますが、熊澤

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）

ガバナー補佐の御都合が合わなく、青山快玄ガバ
ナー補佐エレクトにお越し頂き、第１回クラブ協
議会を開催させていただきました。

米山奨学生

鄭

芝ｴｲ 様

⑥マイロータリー登録率

ガバナー補佐挨拶要旨

50％以上

（当クラブは本日の青井会員の卓話にて達成され
ることと推察します。）
また今年度は7クラブでの現1組体制の最後の年
度となりますが、私はガバナー補佐としてここ数
年若手会員の活性化につながりほかの組からも注
目を浴びている若手会の継続に努めたいと思って
おります。
また前期は貴クラブが春のライラを担当されま
したが、今期は豊中RC担当で10月7日～9日に開催
されます秋のRYLAセミナーの成功に向けて、1組

熊澤 一郎

IM1組ガバナー補佐

全体の協力が得られるよう努めていきたいと思い

様

ます。

小島ガバナー補佐辞任に伴い、前年度に続き
IM1組のガバナー補佐に再度就任させていただく

本年度も地区またガバナー補佐の活動へご支援
・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ことになりました。すでに新年度が始まり2か月

以上

を経過しようとしておりますが、残任期間何卒よ

第3回理事会議事録

ろしくお願いいたします。
本年度イアン・ライズリーRI会長は「ロータリ

日時

2017年9月4日

ー・変化をもたらす」とのスローガンのもと、ロ

場所

ブリッジ

ータリー戦略計画の3つの優先項目を挙げられて

理事数

います。

出席理事数

〇クラブのサポートと強化

審議事項

〇人道的奉仕の重点化と増加

第1号議案

12名
12名

クラブ細則改正案承認の件
承認

〇ロータリーの公共イメージと認知度の向上
これを受け、本年度第2660地区片山ガバナーは

17：00～18：00

第2号議案 10月2日月見移動例会事業計画につ

「個性を活かし、参加しよう！」をスローガンに

いて

掲げられ、ロータリーの基本理念と奉仕活動の充

五月家ちろりさんに謝礼予算10,000

実・実践を推進されようとしておられます。

円を追加

地区としての具体的な目標（重点項目）は以下の

計上、18時より座禅と落語を実施する
承認

とおりです。
第3号議案

１．基本理念と奉仕活動の実践
２．戦略計画（３～５年の将来構想）の推進
３．（財）ロータリー米山記念奨学会設立50周年に
因んだ事業

秋のライラセミナー受講生の件
青井会員の甥1名が参加する
承認

五月家ちろりさん プロフィール

４．ポリオ撲滅
５．公共イメージ向上

池田市の落語みゅーじあむ主催「アマチュア落語

また地区から出ている本年度の年次寄付等の目

講座」を受講後、本格的に活動開始。
2009年、「第１回社会人落語日本一決定戦」の初

標数値は次のとおりです。
①ロータリー財団年次寄付

一人当たり

＄150

代チャンピオンとなる。

②ポリオ撲滅

一人当たり

＄50

本業は、落語仲間でもあるご主人と共に営む居酒

計＄200
③ベネファクター

各クラブ

④米山記念奨学会

一人当たり

⑤会員増強

1名
30,000円

各クラブ純増

2名

屋「和食巧房ちりとてちん」の看板女将。
高座に上がった瞬間、よく通る声と歯切れのよい
語り口が聴衆を魅きつける。
学生時代は落語研究会に所属。

Pick Up ロータリーの友

委嘱状授与

●ロータリーの友9月号推奨記事
《横組み》
P8

ロータリー雑誌の仲間たち

基本となる公式雑誌は「The Rotarian」ですが
世界各国ではそれぞれの国のことばと内容に合
った地域雑誌が発行されています。いうまでも
なく日本では「ロータリーの友」です。記事だ
けでなく表紙にもそのお国柄が表れていて見て
いるだけでも楽しくなります。
P14〜19

ようこそ日本へ

日本で暮らす多くの外国人のためにさまざまな

2017-2018年度地区大会信任状委員
正岡 哲 会員

支援が行われています。日本人の識字率はほぼ
100％でも、定住外国人にはまだまだ識字率の

9月のお誕生日

問題が残っています。
P34〜41

心は共に

九州北部豪雨や、東日本大震災の被災者へのロー
タリー支援がさまざまな形でなされています。
《縦組み》
P63

ロータリーアットワーク

ラオスの子どもたちと共にこの10年
小松東ロータリークラブ
小松東RCが長年、ラオスの子供たちの教育環境
向上に取り組んでいます。決して大きくないク
ラブが会員皆の力を合わせ、大きな奉仕事業が
実施される様子が書かれています。

米山奨学金授与

★第2660地区内のクラブの掲載をご紹介します。
P70

友愛の広場

新しい定義で結成 ロータリー学友会
東大阪東RC

溝畑正信会員

日本では、当地区が初めてロータリー学友会が
発足しました。
P59

ロータリーアットワーク

カンボジア 医療支援プロジェクト
高槻東RC
カンボジアで十分な医療を受けられない人のた
めに4Dエコーと血液ガス分析装置を贈りました。
Ｐ65〜64
俳壇

柳壇

俳壇、歌壇、柳壇

目標100％!! マイロータリー登録
9月4日の卓話後新たに、長嶋会員・正岡会員・沢

大阪北RC

三宅

侃

様

田会員・東浦会員にマイロータリーへご登録して

東大阪東RC

溝畑

正信

様

いただき、当クラブの登録者数が14名に増えまし

大阪北RC

吉田

邦男

様

た。（9月8日現在）

大阪西RC

鴨谷

瑠美子様

ご協力ありがとうございます。

卓

話

出

席

報

告

ホーム

補 正

例会日

2017年 9月 4日

例会回数

1482

Ａ 会員数

回

2017年 7月 31日
1479 回

31 名

Ｂ 出席免除者数
Ｃ 出 席 義 務 者 数 Ａ -Ｂ

31

名

5 名

5

名

26 名

26

名

名

5

名

24 名

21

名

4 名

3

名

2

名

2

Ｄ 出席義務者欠席数
Ｅ 出 席 義 務 者 出 席 数 Ｃ -Ｄ
Ｆ 出席免除者出席数
Ｇ メークアップ数
出席率

「マイロータリーについて
～月間によせて～」
プログラム・会報広報雑誌小委員長 青井秀浩

●マイロータリーとは

％

９３．３３％

８９．６６％

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

7月31日分のメークアップ

中西会員

7月20日

第1回地区ロータリー財団委員会出席

坂田会員

8月 9日

ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

ロータリアンのためのホームページです。ご登

ニコニコ報 告

録いただくと、ロータリーの活動や、最新の情
報源が随時入手できます。

岸添 広一 会長 … 熊澤新ガバナー補佐をお迎えして。

国際ロータリー第2660地区では、ペーパレス化

沢田 武司 幹事 … アクサ生命にて勤続20周年で表彰
されました。

IT化をすすめており、ぜひともマイロータリー
に登録されることをお勧めしています。
●登録状況
毎月送られるガバナー月信には、第2660地区の

田中 隆弥副会長 … 欠席お詫びです。熊澤ガバナー補
佐をお迎えして。
藤原 史郎 会員 … いいことがありました。

載されています。

服部 潤承 会員 … 9月15日は家内の誕生日です。
吉井会員様写真ありがとうござい
ました。

池田くれはRCでは、8月度は32.3％（9月8日現在

岡本

は45.1％までアップ）です。登録率100％を目標

吉井 順子 会員 … いろいろお世話になりありがとう
ございました。

登録状況（現在何パーセントの登録率か）が掲

にしておりますのでぜひともご協力いただけま
すようよろしくお願いします。

厚 会員 … 夏の甲子園、良くもうかりました。

なお、登録率の高いクラブは、大阪アーバンRC

中西 博之 会員 … ホームクラブ例会、2回くらい休
んでしまいました。

が96.8％、大阪みおつくしRCが81.8％、また大

奥村 雅一 会員 … 市民カーニバルおつかれ様です!!

阪南RCでは、会員数164名のうち124名が登録さ

石田 貴子 会員 … 欠席おわび

れていて登録率75.6％と人数の多いクラブでも

青井 秀浩 会員 … 今月誕生日です。卓話宜しくお願
いします。

高い数字を出しておられます。

乾

●登録方法
卓話にてプリントを配布しましたのでご覧くだ
さい。もしお困りの場合は、青井までご連絡い
ただければヘルプいたします。
●その他

禎則 会員 … 9月1日より組織を法人化致しまし
た。今後ともどうぞ宜しくお願い
致します。

子安 丈士 会員 … 欠席おわびします。先月たん生日
でした。
冨田 博文 会員 … 市民カーニバルおつかれ様でした。

週報の記事は、必ず期日を守って下さい。
地区の会議へ出られる委員長は、会員への報告

合 計

39,000円

をしていただきたく、週報掲載記事を提出して

weekly@ikedakureha.jp

246,000円

9月の結婚記念日

くださいますようよろしくお願いします。
週報提出先メールアドレス

累 計

乾

禎則・貴子ご夫妻
平成4年9月20日

