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例会休会

12月5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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令和□□年□□月□□日　第□□□□回例会　No.□□□□

2022～2023年度

会長／加藤光祥　副会長／奥山裕治　幹事／國司真相

http://www.ikedakureha.jp/  E-mail:ikedakureha@gamma.ocn.ne.jp

四つのテスト

2022 年　11 月 26 日　第 1634 回例会　No.1634

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

11月28日（月）

加藤　光祥　会長 …

奥山　裕治副会長 …

高原誠一郎　会員 …

北川　智司　会員 …

小森　　正　会員 …

庄田佳保里　会員 …

坂田　妙子　会員 …

池田　吉清　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

今井　卓哉　会員 …

乾　　禎則　会員 …

沢田　武司　会員 …

飯原　多香　会員 …

GECSの皆様卓話宜しくお願い致しま
す。

大阪大学環境サークルGECSの皆様
をお迎えして。

50と９回目の誕生日を迎えます。人
生はあらためて有限であることと思
い知らされる月です。

全国旅行支援を使って横浜みなとみ
らいや中華街に行ってきました。

本日、卓話です。

本日、卓話です。大阪大学GECSの皆
さま、ようこそ。

11月26日第2780地区より講演依頼
をいただいたため「いながわゴミ
ひろい」欠席します。おわび。

誕生日です。

11月も半ばとなるとさすがに空気
が冷たくなりました。皆さまお風
邪など召されませんように・・。

おつかれさまです!!

寒くなって来ました。ご自愛くだ
さい。

先月誕生日でした!
and欠席おわび!

ラリージャパン2022勝田選手3位
入賞やりました。

20年以上会員を続けてきたジムのコ
スパ箕面を退会してティップネス石
橋に鞍替えすることにしました。

この冬初めてコートを着ました。

本日の合計　34,000円　累計　441,000円

４０周年・ＩMロータリーデー実行委員会担当

11月14日のニコニコ報告

クラブフォーラム③

担当：社会奉仕・職業奉仕委員会

11月のお誕生日お祝い

11月26日(土)

いながわ 100 人ゴミひろい DAY!

回 週

①本日17時30分より理事会を開催しました。

②11月8日インターアクトクラブ例会を開催いた

　しました。

③地区より2023年ロータリー国際大会登録料早期

　割引のご案内が届いております。（会長・幹　

　事・国際奉仕委員長宛）

④大阪府共同募金会池田地区募金会より赤い羽根

　共同募金におけるバッジ募金協力・歳末たすけ

　あい運動実施に伴う募金協力のお願いが届いて

　おります。回覧をしております。（会長宛）

⑤池田市市民安全実行委員会より池田市市民安全

　街頭キャンペーンの参加についての依頼が届い

　ております。（会長宛）

⑥箕面千里中央RCより講演会のご案内が届いてお

　ります。（事務局宛）

⑦12月度例会出欠回覧しております。ご記入くだ

　さい。

⑧11月のロータリーレートは1ドル＝148円です。

 　　

加藤光祥会長　　　　　國司真相幹事　　　　奥山裕治副会長

2023年3月26日　池田くれはジュニアパラスポーツ祭
　　　　　　　　実行委員会メンバー

2023～2024 年度 理事・役員（案） 

会   長 役・理 高原誠一郎 職業奉仕委員長 理 小森  正 

直 前 会 長 役・理 加藤 光祥 社会奉仕委員長 理 庄田佳保里 

会長エレクト 役・理 沢田 武司 国際奉仕委員長 理 奥山 裕治 

副 会 長 役・理 乾  禎則 青少年奉仕委員長 理 國司 真相 

幹   事 役・理 今井 卓哉 副 幹 事   中村  武 

会   計 役・理 北川 智司 会 計 監 事   中西 博之 

会 場 監 督 役・理 青井 秀浩  

 

高原誠一郎会長エレクト　 　今井卓哉副幹事　　　坂田妙子実行委員長

中村武副実行委員長　　乾　禎則会員　　　　小森　正会員

奥村雅一会員　　　　　庄田佳保里会員　　　堀内要佐会員　　　

飯原多香会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上13名

11月14日の幹事報告

　米山記念奨学会より、米山学友（前年度米山奨

学生）翟智豪さんに、博士号取得のお祝いとし

て、氏名が刻印された時計が贈られました。

米山学友博士号取得お祝い
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11月14日の卓話

「いながわ100人ゴミひろいＤＡＹ！」について

　イベントを共催する大阪大学の環境サークル

「GECS（ゲックス）」様より、団体紹介とイベン

トの企画について説明いただきました。

＜団体の紹介＞

　『学生』という立場から環境問題の改善に貢献

する」という理念のもと、豊中キャンパスを拠点

に大学内外で環境活動を行っている大阪大学公認

サークル

＜活動内容＞

●全体活動…箕面川清掃イベント（新入生が企　

　画）、文化祭や今回のような大規模イベントの

　企画実行など

●班活動…壁面緑化班、環境教育班、McK班（ご

　み拾い・ポイ捨て防止活動）、シェリー班（自

　転車等のリユース活動）、花咲か兄さん班

（キャンパス内の花壇管理）

卓話続き

＜いながわ100人ゴミひろいDAY！の概要＞

①バンダナで色分けした10チームに分かれ、チー

　ムリーダーの紹介と交流のためのアイスブレイ

　クをし、猪名川河川敷でのゴミひろい

②ゴール（受付）で、拾ったゴミの計量と写真撮影

③ダイハツ会館へ移動し、ゴミひろい活動の振り

　返りと表彰式（もえるゴミ部門、もえないゴミ

　部門、おもしろゴミ部門）

④猪名川河川レンジャーによる水質調査体験

⑤海のミライのための行動宣言をフリップに記入

　し、全員で記念撮影

社会奉仕委員会

　宮里ガバナーにプレゼンターとなっていただき

授与式を行いました。

　この他、中西博之会員に、第2回米山功労者マ

ルチプルの感謝状が届いております。

第５回理事会議事録

日　時　2022年11月14日（月）17：25～18：10

場　所　ブリッジ

理事数　11名

出席者　10名

加藤光祥　高原誠一郎　國司真相　奥山裕治　

青井秀浩　小森　正　庄田佳保里　中村　武

坂田妙子　北川智司

欠席者　1名

服部潤承

オブザーバー　２名

出席者　今井　卓哉　　欠席者　中西　博之

審議事項
　第１号議案　次々年度会長候補者指名の件

・10月17日（月）例会終了後に開催された会長指

　名特別委員会に於いて、

　沢田会員が次々年度会長に指名された。

　承認

第２号議案　新入会員の件

・11月9日（水）入会予定の森篤史氏と面談を　

　し、入会申込書を提出いただいたので、審議を

　行った。

（入会金：0円、今年度第2期会費：20,000円、

　米山記念奨学会寄附：15,000円）

　承認

第３号議案　補正予算の件

・今年度より、細則変更をし、通常会費を40,000

　円から65,000円に引き上げ、地区関係の費用を

　含める事になっていたが、予算書に反映されて

　いなかったので、予算書を補正する。（請求金

　額に誤りはない）

　承認

第４号議案　クリスマス移動例会の件

・日　時：2022年12月19日（月）18:30～21:00

・場　所：ヒルトン大阪

・内　容：コース料理とアトラクション

　　　　（フルート4重奏・ビンゴゲーム）

・会　費：会員16,000円、会員家族14,000円の予定

　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

　承認

第５号議案　ウクライナ支援プロジェクトの件

・地区より「ウクライナ支援プロジェクト参加申

　

　（理事会議事録　続き）

　込のご案内」が届いているが、池田くれはＲＣ

　としては参加しない事とする。

（賛成9名、反対1名、欠席1名）

　承認
　

第６号議案　次年度役員理事の件

　１ページ目参照

  承認

第７号議案　2023年1月30日（月） 卓話の件

　山内会員担当であるが、ゲストスピーカーに変

　更するかどうか検討する。

　継続審議

その他　事務局書庫の件

・青井会員より、書庫が無償で手に入るので事務

　局の書庫と入れ替えたいという提案があった。

　古い書庫を処分するには費用がかかるので、現

　状のスペースに書庫を追加する事にした。

協議事項
・池田くれはジュニアパラスポーツ祭実行委員会

　の件（中村国際奉仕委員長）実行委員会メン　

　バー（13名）が決定した。

　１ページ目参照

　承認

・ベトナムでのリユースランドセル贈呈式の件

　米山学友(関西)より、リユースランドセル贈呈

　式に出欠の打診があったので、國司幹事・中村

　国際奉仕委員長で検討する事になった。

報告事項
・次年度地区委員会出向者推薦の件（國司幹事）

　　庄田会員：地区国際・社会奉仕委員会

　　奥村会員：地区インターアクト委員会

　　中村会員：地区米山奨学委員会

　　以上、３名を推薦した。

・会員増強の件（奥山副会長）

　池田くれはＲＣ例会に、池田商工会議所青年部

　次年度執行部の数名を招待し、見学していただ

　く予定との事。

次回理事会：2022年12月12日（月）17:30～

　　　　　　ブリッジにて開催予定

記録者　副幹事　今井卓哉

　

委員長　庄田佳保里

11月14日のビジター

大阪大学環境サークルGECS

松永　哲明　様

吉田　貴司　様

万辻　陽菜　様

米山奨学生　　 蔡　真彦　様

米山学友　　　 翟　智豪　様

　ロータリーとポリオ学習会を受講された修了証

が、地区より蔡真彦さんに送られました。

ロータリーとポリオ学習会終了証授与


