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10月24日(月)

会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　10月は地域社会の経済発展月間です。

　新名神川西インターチェンジが2018年完全開通。

この開通により、個人的には自宅から京都へすご

く便利になり,また鳴尾ゴルフにも京都や神戸方

面 から便利になったと思います。

　この開通を契機に、交通の利便性に着目して、

先ずは2021年度に猪名川町にモノタロウ猪名川

ディストリビューシャンセンター178,800㎡(5万

4000坪）が完成稼働開始されました。

　続いて過去１万人規模の大規模住宅開発が工事

途中で頓挫し20年以上放置されていた舎羅林山に

2024年稼働予定の巨大ESR川西ディストリビュー

ションセンター50,6万㎡（15万3000坪）ができます。

　そして大和ハウスとフジタ工業が石道にDPL物

流センターを23年に4.1万㎡（1万2000坪）稼働予

定とたて続きに稼働予定で、これにより数千名規

模の雇用が生まれると期待されている。これに川

西市はインターチェンジ付近土地利用計画を発表、

このIC付近は市街化調整区域であったが、ICを活

かす地域振興・生活環境の改善・道路利用者の交

通利便の確保を整備・開発の方針としています。

　これのおかげかどうか分かりませんが、大和団

地の土地の値段が上がってるそうです、そして人

口は減ってますが世帯数は少し増えています。雇

用が生まれそれに伴い人口が増えれば万々歳です。

川西能勢口駅周辺も、オアシスタウンキセラ川西

ショッピングモール、キセラ川西せせらぎ公園が

出来、家族で賑わいを見せています。そして川西

市立総合医療センターも今月から診療開始されま

した。川西は色々問題もありますが動いています。

　

例会休会ガバナー補佐訪問

担当：中村　武 会員

10月17日(月)

　

出　席　報　告

例会日

例会回数 回

Ａ 会員数 名

Ｂ 出席免除者 名

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ 名

Ｄ 出席義務者　欠席数 名

Ｅ 出席義務者出席数　Ｃ－Ｄ 名

Ｆ 出席免除者出席数 名

出席率 ％
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①本日17時30分より第4回理事会を開催いたしま
　した。

②地区より 2022－23 年度IM第1組会長・幹事ゴ
　ルフ会開催のご案内が届いております。（会　
　長・幹事宛）

③茨木ロータリークラブより「2022－23年度秋の
　ＲＹＬＡセミナー」のお礼状が届いておりま　
　す。（会長・幹事・会員宛）

④地区よりメジャードナー顕彰午餐会（けんしょ
　うごさんかい）のご案内が届いております。
（新谷PG・谷口会員宛）

⑤2022-23年度地区大会　顕彰昼食会のご案内が
　届いております。（新谷ＰＧ、谷口会員・山内
　会員・正岡会員宛）

⑥地区よりロータリーとポリオ学習会についての
　ご案内が届いております。（米山奨学生・米山
　奨学生カウンセラー宛）

⑦地区より2022-23年度財団補助金申請ハンド　
　ブック改訂版のご案内が届いております。（会
　長・幹事・財団委員長・国際奉仕委員長・社会
　奉仕委員長宛）

⑧地区大会については、YOUTUBE配信をご覧にな
　りましても自己申告でメーキャップ扱いといた
　します。

⑨ガバナー補佐訪問・ガバナー公式訪問の例会は
　ジャケット・ネクタイ着用してください。

⑩本日例会後、会長指名特別委員会を開催しま　
　す。委員の方は、お集まりください。

⑪次回の例会、10月17日はガバナー補佐訪問で　
　す。17時よりクラブ協議会を開催しますので、
　理事の方々はブリッジにお集まりください。

⑫10月のロータリーレートは145円です。
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《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

10月31日(月)

宮里 唯子ガバナーをお迎えして

加藤　光祥　会長 …

青井　秀浩　会員 …

庄田佳保里　会員 …

坂田　妙子　会員 …

池田　吉清　会員 …

岡本　　厚　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

今井　卓哉　会員 …

乾　　禎則　会員 …

沢田　武司　会員 …

子安　丈士　会員 …

飯原　多香　会員 …

早や10月　朝晩メッキリ涼しくな
りました。

妻の誕生月です。昨日息子が修学
旅行で北海道へ行きました。一番
の楽しみは、麻雀のようです。

秋よ来い!

10月1日誕生日をむかえました。
10月は米山月間です。米山功労ク
ラブで表彰いただけますように

涼しくなりました。

全国旅行支援、10月11日より始ま
りますが、まだ詳細はわかりませ
ん。

先祖の地を熊本、佐賀に訪ねて来
ました。

秋らしくなりましたね!!

蔡ちゃん卓話頑張って下さい!
楽しみにしています!

初めてのチップインイーグルが出
ました。

阪神タイガース　CS出場おめでと
うございます。

前回欠席おわびします。本日、会
社に香港のロータリアンが来られ
ました。

朝夕は秋らしくなってきました。

日　時：2022年9月18日（日）13:00～18:35

場　所：宝塚ホテル及び宝塚大劇場

出席者：ロータリアン、米山奨学生、米山学友、

その他関係者　総勢 約150名

　米山奨学生レクリエーションが、２部構成にて

開催されました。第一部は、宝塚ホテル宝寿の間

にて、昼食懇親会がありました。宮里 唯子ガバ

ナーによるご挨拶の後、山本 博史パストガバ

ナーの乾杯によりスタートしました。

途中、奨学生近況報告と題し、米山奨学生による

１分間スピーチがあり、例会やクラブ行事に参加

する事で、学校では学ぶ事のできない日本の習慣

や文化などを、カウンセラーやロータリアンから

直接学びながら、とても有意義に過ごしている様

子が良く伝わりました。45人の奨学生がスピーチ

をされたのですが、中でも蔡 真彦さんの日本語

は、ネイティブな日本人がスピーチをしているよ

うで、一番上手でした。

第二部は、宝塚大劇場に場所を移し宝塚歌劇 宙

組の「HIGH & LOW THE PREQUEL」と

「Capricciosa!!」を観劇しました。私は、生ま

れて初めて観劇したのですが、テンポの良さ、ビ

ジュアルはもちろん歌の迫力やキレのあるダンス

での表現力に圧倒され、宝塚の世界に引き込まれ

てしまいました。何といっても主役である真風さ

んの男役はカッコイイの一言で、宝塚歌劇に夢中

になるファンの方々の心境が少しわかったような

気がしました。そこはまるで現実を離れた夢の世

界でした。

　当クラブからは、地区米山奨学委員会　坂田 

妙子委員長、米山奨学生　蔡 真彦さんと妻の今

井京子、及び私の４名が参加しました。また、過

去に当クラブがお世話をさせていただいた元米山

奨学生の、鍾 允順さん、鄭　詩頴さんも学友会

スタッフとして参加しご活躍されていました。

米山奨学生カウンセラー　今井 卓哉

ガバナー公式訪問

本日の合計　28,000円　累計　325,000円

卓話「私の仕事」

（会長の時間　続き）

＊ESR注釈

　先進的物流施設・データセンターを両輪とした

　ニューエコノミー不動産　プラットフォームを

　形成するアジア太平洋地域最大のアセットマネ

　ジメント会社。

10月のお誕生日お祝い

国際ロータリー第2660地区

10月3日の幹事報告

10月3日のニコニコ報告

ガバナー月信より

●10月号推奨記事

P3　　クラブ青少年奉仕合同委員長会議 報告

～4　  地区米山奨学委員会　坂田妙子委員長　

　　　　　パネラーとして出席

P5　  地区ロータリー財団セミナー　報告

～6　  地区米山奨学委員会　坂田妙子委員長

　　　　　　　　　　　　　　　　会場出席　

　　　　　高原誠一郎会長エレクト

　　　乾　禎則ロータリー財団小委員会委員長

　　　庄田佳保里社会奉仕委員長

　　　　　　　　　　　　　オンライン出席　　　

P15　　ロータリー財団

　ポール・ハリス・フェロー　飯原　多香　会員

　ポール・ハリス・フェロー　庄田佳保里　会員

　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー1回目　中西博之会員

　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー1回目　奥村雅一会員

  　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー2回目　松室利幸会員

　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3回目　加藤光祥会長

  　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3回目　長嶋貞孝会員

　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー3回目　山内邦夫会長

　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー5回目　新田耕平会長

10月31日（月）は、宮里 唯子ガバナーをお迎え

してのガバナー公式訪問です。

場所が3階イベントスペースとなりますのでお間違

えのないようによろしくお願いします。

SAA・親睦活動委員会の方（事前懇談会参加者をの

ぞく）は１時間前に集合していただき設営をしてい

ただけますようよろしくお願いいたします。
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10月3日の卓話

「わたしと米山ロータリーと言語学」

　今回の卓話では、少し長めの自己紹介と、わた

しと米山ロータリーとの物語、そして私の専攻の

言語学についてお話をさせていただきました。

　まず、自身の履歴・出身・趣味について紹介し

ました。日本文化にとても興味を感じていたので

日本語を学び始めました。その後学部の時に日本

で交換留学することができ、再び日本に来てここ

で留学したいと思いました。4年間の大阪での生

活に起きた面白いカルチャーショックや、日中両

国の違いを深く考えさせられた経験について語り

ました。

　次に、オリエンテーション、例会、総会などの

オフィシャルなイベントを通してコミュニケー

ションを広げていき、他の奨学生・先輩、ロータ

リアンの方々との話合いを通してコミュニケー

ションを深めていくということを米山ロータリー

の奨学生として深く感じています。

　最後に、「想像力テスト」と「答えたら負け

る」の2つのゲームで、言語学の研究分野につい

て説明しました。

第４回理事会議事録

日　時　2022年10月3日（月）17：20～17：53

場　所　ブリッジ

理事数　11名【出席10名・欠席2名】

加藤　光祥（〇）　服部　潤承（×）　

高原誠一郎（〇）　國司　真相（〇）

奥山　裕治（〇）　青井　秀浩（〇）

小森　　正（〇）　庄田佳保里（〇）

中村　　武（〇）　坂田　妙子（〇）　

北川　智司（×）

オブザーバー　2名【出席1名・欠席1名】　　　

今井　卓哉（〇）　中西　博之（×）

審議事項
第１号議案　第1回理事会での決定事項について

　　　　　　確認

・ガバナー補佐訪問

10月17日（月）ブリッジ

16:30～　ガバナー補佐・ガバナー補佐エレクト 

　　　　 会長・幹事　懇談

17:00～　クラブ協議会　役員理事参加（会員）

18:30～　例会　卓話　中村会員

・ガバナー公式訪問

10月31日（月）

17:30～　ガバナー・会長・幹事・副会長・会長

         エレクト・副幹事・地区出向者　参加

　　　　 による事前懇談会

18:30～　例会　卓話　宮里唯子ガバナー

両日とも、ネクタイ・ジャケット着用とする

　承認

第２号議案　クリスマス移動例会の件

・日　時：2022年12月19日（月）18:30～20:30

・場　所：ヒルトン大阪

・内　容：プレミアムプラン

（食事・飲み放題付き：12,000円/一人）

・予　算：397,000円（30名での見積書あり）

・次回理事会、11月14日（月）にて、上程する

・11月理事会の上程書には、余興内容（ピアノ　

　等）を具体的に記載する

・事務局員及び米山奨学生（蔡真彦さん）の会費

　は、クラブ負担とする　　　

　承認

　（理事会議事録　続き）

第３号議案　周年お祝い金の件

・会長・幹事が、他クラブの周年パーティに参加

　する際のお祝い金は

　会長20,000円、幹事20,000円とする

（一人の場合：20,000円/二人の場合：40,000円）

　承認
　

第４号議案　11月14日卓話者変更の件

・新入会員卓話の予定であったが、現在新入会員

　がいないので変更する。

　11月26日（土）のいながわ100人ゴミひろい　

　DAY!にご協力いただく団体、大阪大学環境サー

　クルGECSの皆さんに、卓話をしていただく事と

　する。卓話担当は、社会奉仕委員会・職業奉仕

　委員会とする。

  承認

第５号議案　いながわ100人ゴミひろいDAY!の件

・ダイハツ企業年金基金会館の会場代が、22,000

　円必要となったためこの会場代は、予備費から

　拠出する事とする。

　承認

その他　15RC 会長・幹事ゴルフ会の件

・11月13日（日）西宮高原ゴルフ倶楽部にて開催

　プレー代 、 昼食代：21,000円（キャディー付

　き）・17,000円（セルフ）

　会費(軽食・賞品代)： 7,000円

　費用はすべて、参加者個人負担

　加藤会長は参加されるが、國司幹事が不参加の

　ため、代理出席を募集する

（候補者：池田会員・中村会員）

その他　地区大会のメーキャップについて

・12月16日（金）・17日（土）に開催される地区

　大会がYOUTUBE配信される事になった。

　このYOUTUBE配信を視聴した会員は、メーキャップ

　扱いとする。（自己申告）

　承認

協議事項
●会員増強について

　奥山副会長、間接的に声掛けをしている候補が

　一人いる。

　

　大阪大学大学院文学研究科・博士後期課程
　　　　米山奨学生　蔡　真彦　様

（理事会議事録　続き）

  加藤会長が、前々から候補に上っている方と、

　10/4（火）一緒に食事をされるので、後日報告

　をしていただく。

●RYLAセミナー受講生について

　理事会で受講生の承認がされていなかったの　

　で、次回からは理事会承認をする。

●ジュニアパラスポーツ祭の進捗状況報告（坂田

　青少年奉仕委員長）

・本日、池田市教育委員会に後援依頼を提出した。

・チラシ、その他書類作成中。

・前回は、４団体にお願いしていたが、今回は車

　イス障がい者のみとする予定

・国際奉仕委員会と合同開催なので、中村国際奉

　仕委委員長と相談しながら実行委員会を組織し

　て進める。

●老松RCの近況について（中村国際奉仕委員長）

　LINEにて連絡をとっている

　今回の地震では特に被害がなかったとの事

・ランドセルに関しては、老松RCでは受け入れ態

　勢ができている。すでに集めたランドセルを３

　月までに老松に送っておき、贈呈のため老松RC

　への訪問を予定している（５名程度）

次回理事会：2022年11月14日（月）17:30 ～　ブ

リッジにて開催予定

10月3日のビジター

米山奨学生 蔡　真彦　様


