
　11月4日は、地区補助金を活用して、一年前か

ら計画してまいりました、こども移動動物園の実

施日です。社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会と

の共同事業で、多くの委員の皆様の役割分担によ

り進めてまいりました。当日は、なんとか天気も

良くなりそうです。

 池田市の母子家庭の子ども達を招待し、動物た

ちと「ふれあい」理解を深め母と子の絆を強め長

く幸せな記憶に残る機会を提供し、皆様の協力の

もと成功する様、願っております。　　
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例会休会

幹　事　報　告

新田　耕平会員　昭和23年11月25日

池田　吉清会員　昭和23年11月29日

高原誠一郎会員　昭和38年11月30日

新谷　秀子様　　　　　　11月 1日

國司　悦子様　　　　　　11月28日

10月のお誕生日お祝い

11月13日(月)

「ロータリー財団と地区財団委員会」

　　　中西 博之委員長

11月6日(月)

担当　ロータリー財団小委員会

目標100％!! マイロータリー登録

　新たに、服部会員にマイロータリーへご登録いた

だきました。当クラブの登録者数が19名になり、登

録率が61％になりました。（11月6日現在）

「移動動物園」

豊島野公園にて　10時から16時

　　　　　　青少年奉仕委員会
担当　社会奉仕委員会

　　　

   

11月のお誕生日

会長の時間  　　会長  岸添広一

～月間によせて～

ぶりのお造り、天ぷら
茶巾蒸し、合鴨銀あんかけ
ごはん、香の物、みそ汁

①豊中ロータリークラブより、秋のRYLAセミナー   

　に協力へのお礼が届いております（会長宛）。

②地区より、ロータリー学友会入会資格者の連絡

　のお願いが届いております（会長、幹事宛）。

③地区よりIM1組若手会の案内が届いております

（会長、幹事宛）。

④公益財団法人　麻薬・覚せい剤乱用防止センター

　より、「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金に協

　力へのお礼が届いております。

⑤11月のロータリーレートは114円です。

⑥11月4日は池田くれはロータリークラブこども

　移動動物園の例会です。6日の例会は休会です。



ポリオ啓発ポスター掲示のお願い

　地区ロータリー財団委員会より、以下のお願い

がありましたので、ご協力いただける会員はお申

し出下さいます様よろしくお願い申し上げます。

　11月は、ロータリー財団月間です。ポリオ撲滅

運動は、1985年に国際ロータリーの特別プログラ

ムと指定されて以来、世界中のロータリアンが生

ワクチン投与や寄付に貢献してきました。

　ポリオ撲滅の取り組みを地域社会で紹介いただ

くことは、ロータリーの認知向上にも有効です。

　ロータリアンの事業所などにおいてポスター掲

示を奨励して下さいます様、よろしくお願い申し

上げます。

ロータリー財団小委員会より

ビ　ジ　タ　ー

RID2730　ROTEX　 
         佐々木　亮斗 　様

11月の結婚記念日

正岡　　哲・真喜子ご夫妻　昭和51年11月28日

松室　利幸・久美　ご夫妻　昭和61年11月23日

●ロータリーの友10月号推奨記事

《横組み》
P7～14　　特集　米山月間
　今年は、ロータリー米山記念奨学会が、財団設立

　50周年を迎えました。設立当時の1967年に年間59

　人だった奨学生数は、今では800人、これまでに

　累計125の国と地域から19,808人を支援していま

　す。P8～9は、現在世界で活躍されている米山学

　友（元米山奨学生）のご紹介です。P10～11は、

　財団設立から50年の主な出来事が書かれています。

　P13は、地区別寄付額・功労者数・奨学生数の一

　覧になっており、いずれも第2660地区は非常に高

　い数字です。

P28　　　 日本のロータリー100周年を迎えるにあたり
　東京ロータリーが2020年10月に創立100周年を迎

　えます。すなわち、日本にロータリーが誕生して

　100周年です。100周年のお祝いに向けてこれから

　どうしていくか、実行委員長がプランを練ってお

　られるという記事です。

P28　　　パズルdeロータリー
　テーマが決まっているクロスワードパズルです。

　ちょっとした脳トレとともに息抜きになります。

　先着10人には景品が当たります。

《縦組み》
P22～30　　ロータリーアットワーク
　さまざまな形でロータリークラブが、奉仕活動を

　されています。「地域のお年寄りを新幹線に招待」

　や「高校生のための面接実践講座」など、ちょっ

　とユニークな支援や、「タイの子供たちにランド

　セルを寄贈」や「ラオスとカンボジアの小児病院

　を支援」などグローバルな支援、「東ちづるさん

　を迎え希望の風チャリティー講演」といった公共

　イメージ向上のための支援もありました。

★第2660地区内のクラブの掲載をご紹介します。　
Ｐ20～21　 俳壇、歌壇、柳壇

俳壇    東大阪東RC　溝畑　正信　様

柳壇　　大阪西RC　　鴨谷　瑠美子様

　今号は、第2660地区の記事掲載が少なく、藤田弘

道ロータリーの友代表委員（大阪東RC）が残念がっ

ておられました。

ぜひ、投稿してください。「声」「私の一冊」「俳

壇歌壇柳壇」は、気軽に記事を送れますよ!!

ガバナー月信より

●11月号推奨記事

P1　　ロータリー財団月間によせて

P3　　ロータリー財団月間にあたって

P4　　世界インターアクト週間に寄せて

P5　　米山奨学生カウンセラー研修会報告
 田中　隆弥　地区米山奨学委員長　 出席

 坂田　妙子  米山奨学生カウンセラー 出席

P6　　秋のRYLAセミナー報告
 出席者は、週報1485号今井青少年奉仕委員

 長の記事をご参照下さい。

P11　　2017年9月度　会員数・出席報告
 我クラブは、9月第1例会で補正出席率

　 100％を達成いたしましたので、9月度

　 平均出席率は、97.81％で、IM1組の中では

　　　 一番高い出席率となっております。

2660地区のインターアクトクラブ

提唱RC：大阪南RC 

IAC：清風学園中学・高等学校 

提唱RC：大東RC

IAC：大阪桐蔭中学・高等学校 

提唱RC：大阪帝塚山RC

IAC：浪速中学・高等学校

提唱RC：大阪天王寺RC 

IAC：四天王寺中学・高等学校

提唱RC：八尾RC

IAC：金光八尾中学・高等学校 

提唱RC：大阪RC

IAC：相愛中学・高等学校

 

提唱RC：守口イブニングRC

IAC：大阪国際大和田中学・高等学校 

提唱RC：高槻RC

IAC：高槻中学・高等学校 

提唱RC：大阪中之島RC　大阪東RC（共同提唱）

IAC： 開明中学・高等学校



　　

などについて日本各地のロータリークラブにいろ

んな意見を求めたアンケート結果が掲載されてい

ます。

《縦組み》
P58　友愛の広場　安部豊任（あべとよひで）会員
            101才　誕生お祝い記念例会
　誕生日に例会を迎えられた甲府北ロータリーク

ラブの安部豊任（あべとよひで）さんが101才の

お誕生日をクラブでお祝いされています。阿部さ

んはパストガバナーで、日本における御存命パス

トガバナーの最長老だそうです。

安倍さんいつまでもお元気で

第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。
P45　ロータリーアットワークバリ島の小学校にトイレ 
             と手洗い場を設置　   大阪船場RC
　国際奉仕活動及び青少年奉仕活動の一環で、バ

リタマンRCと共同でインドネシア・バリ島にある

国立第六小学校にトイレと手洗い場を設置されま

した。手洗い場を設置し手洗いの習慣を啓発する

ことで多くの病気から子供たちが守られることの

手助けになればとの思いから始められたそうです。

●推奨記事

P1　  基本的教育と識字率向上月間
　　   ロータリーの友月間によせて
　　   国際ロータリー第2660地区片山勉ガバナー
●本年度当地区の国際奉仕活動には、小学校の図

　書館整備と図書寄贈事業や小学校改善事業、そ

　してグローバル補助金を活用した貧困層の子供

　への教育効果を高める支援活動が計画されてい

　ます。

●毎月発刊される「ロータリーの友」誌は日本各

　地区クラブの奉仕活動だけでなく、世界各国の

　ロータリアンの活動が掲載されています。

P2　 国際ロータリー会長エレクトに関する重要な　
　　  お知らせ
　2017－18年度国際ロータリー会長エレクトサム

　Ｆ.オオリ氏が7月13日急逝され、新しくバハマ

　のシーストナッソー・ロータリークラブ所属の

　バリー・ラシン氏が選任されました。

P5　  第1回国際奉仕委員長会議報告
岡本　　厚　国際奉仕委員長　　　出席

P6　  大学等と地区米山奨学委員会
　　   意見交換会プログラム 報告

田中　隆弥　地区米山奨学委員長　出席

P8　  2017-18年度地区ローターアクト代表挨拶
　       活動報告
　今年度のローターアクト地区代表は、春のRYLA

　セミナーにも参加されていた寝屋川RACの三窪

　真由さんです。

P9　 ロータリー学友交流会　報告
今井　卓哉　地区青少年活動委員　出席

ガバナー月信9月号より

●ロータリーの友11月号推奨記事
11月はロータリー財団月間です。

11月5日を含む一週間は、世界インターアクト週

間です。

《横組み》
P7　インターアクトと提携する。
　インターアクトクラブとは、ロータリークラブ

により提唱された、12歳から18歳までの青少年の

ための社会奉仕クラブです。日本では、高等学校

のクラブ活動（部活動）・サークルとしておかれ

ることが一般的です。当2660地区では、9校を提

唱する10クラブ（１校は共同提唱）あります。

このロータリーの友では、インターアクトクラブ

とロータリークラブとの連携についてどのように

したらいいのか書かれていますが、どのクラブに

おいても「共同して参加する」ということが理想

といえます。そして、行動力のあるインターアク

ターと、経験のあるロータリアンがお互いのいい

ところを出し合って協力していくことが大切であ

ると書かれています。

P12　私たちの目標：ポリオのない世界
　国際ロータリーと、マイクロソフト社のビルゲ

イツ氏が夫人とつくられたビル＆メリンダ・ゲイ

ツ財団は、多額の資金を投入してポリオ撲滅に向

けて活動を行っています。現在、世界各地でポリ

オの発症はほとんどありませんが、まだ完全では

ありません。目標は、３年間新たな発症件数がな

くなった時です。

P28　日本のロータリー100周年実行委員会
　　    アンケート調査結果報告
　来年度は、日本にロータリークラブが誕生して

から100周年ということで、それに向けて、ロータ

リーの現状、100周年を迎えるにあたっての意識、

Pick Up ロータリーの友

MY ROTARYより

携帯電話がポリオ撲滅活動を変える

https://www.rotary.org/ja/cellphones-help-

disease-eradication

（以下抜粋）

　携帯電話で簡単にできるテキストメッセージは、

ポリオ撲滅活動を成功させるカギとなるかもしれ

ません。 

　かつて世界中に広がっていたポリオの発症は、

現在3カ国の一部地域に限られています。今後は、

保健従事者が迅速にワクチンを提供し、情報を共

有していくことが重要となります。　ロータリー

が主要パートナーとなっている世界ポリオ撲滅推

進活動では、連絡を強化するため、パキスタンと

ナイジェリアの保健従事者に携帯電話が支給され

ています。そこでは、 1つのテキストメッセージ

が人の命を救うこともあります。 

　パキスタンでは、予防接種データを含む母子健

康報告書を、従来の紙から携帯電話と電子モニタ

リングに移行できるよう、地元のロータリー会員

が尽力しています。

　



 
　

 前々々例会　9月25日分のメークアップ　　　

 　　岡本会員　10月2日　理事会出席
                            

   

1487 回 1484 回

Ａ 会員数 31 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 24 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 5 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ８６．６７％  ９６.７７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年10月30日 2017年9月25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 

 

  

　

岸添　広一　会長 …

服部　潤承　会員 …

松室　利幸　会員 …

今井　卓哉　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

國司　真相　会員 …

今週土曜日いよいよ移動動物園の
開催です。皆様のご協力よろしく
お願いします。

青井会員のおかげでマイロータ
リーに登録できました。

欠席おわび

本日は、甥（国際ロータリー第2730
地区鹿児島県、ROTEXローテック
ス）がお世話になりありがとうござ
います。

前回ホームクラブ例会欠席おわび

おつかれさまです!!

欠席おわびいたします。

合 計　12,000円　 累 計　408,000円

出　席　報　告

ニ  コ  ニ  コ  報  告

　

9月の結婚記念日

乾　禎則・貴子ご夫妻

　　平成4年9月20日

　本日は、平成29年11月4日（土）豊島野公園にて

開催されます「池田くれはロータリークラブこど

も移動動物園」についての卓話です。いよいよ今

週土曜日に本番を迎える事となりました。皆様よ

ろしくお願い申し上げます。

　この事業の主旨は、『日頃母と子が共に過ごす

時間が取れず寂しい思いをしている母子家庭の子

供たちのために移動動物園を招聘し、母と子が共

に動物たちと「ふれあい」、動物に対する理解を

深めこの一日が母と子の絆を深め、長く幸せな記

憶に残る機会を提供する。』です。

　つまりその受益者は、「母子家庭の子供たち」

です。この事業開催について、池田市母子寡婦会

にご案内いたしました。また、市役所のご協力を

得て母子寡婦会へ登録をされておられない母子家

庭の皆様方にもチラシを配らせていただきました。

　皆様ご承知の通りこの事業は地区補助金を使用

して行われます。地区補助金は、「ロータリアン

が、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧

困を救済すること」という財団の使命を通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようにするこ

社会奉仕委員会委員長 　　吉井 順子

「池田くれはロータリークラブこども移動動物園」

卓　　話

青少年奉仕委員会委員長 　  今井 卓哉

（卓話続き）

と。に関連する行事に対して給付されます。例え

ば、虐待を受けた子供達や母子家庭の方々を招待

するなど人道奉仕を中心とした活動、まさしく池

田くれはロータリークラブ移動動物園開催の主旨

そのものです。

　私たちは、この事業に誇りをもって取り組んで

まいりました。当日何人のこどもたちが来てくれ

るのかわかりませんが、社会奉仕委員会及び青少

年奉仕委員会のメンバーは、精一杯の準備をして

います。あとは当日を待つばかり、お天気に恵ま

れますように。。。


