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会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　メリークリスマス！華やかに家族移動例会が開

かれるのは、何かと息苦しい昨今のコロナ下の状

況から久々の解放感があります。

　想えば、私が入会して以来のクリスマス移動例

会の会場は、不死王閣、セントレジス、インター

コンチネンタル5回、雅俗山荘を経て2019年の新

阪急ホテルから2年間のコロナによる中断があり、

本年2022年ヒルトンホテルでの開催の運びとなり

ました。

　大いに食べて下さい、飲んでください、ちょっ

と酔ってもいいです、ちょっとです。本日の食事・

ワイン等、そして素晴らしい音楽を楽しんでいた

だければと思います。

　準備をして頂いた堀内親睦活動委員長は、池田

会長年度には予定した会場で試食までしましたが、

中止となってしまいました。今年度、再度の親睦

委員長としてリベンジを図り、開催の運びとなり

ました、皆様の御尽力に感謝いたします。

聖誕祭を祝い、このハッピーが来年もずーっと、
ずーっと続きますよう祈ります。

聖父と聖子と精霊の御名によりて     アーメン

そして皆で乾杯！！

　

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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四つのテスト

2022 年　12 月 19 日　第 1637 回例会　No.1637

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

12月26日・1月2日(月)

担当：親睦活動・出席・歌唱小委員会

クリスマス家族移動例会 新年移動例会

1月6日(金)

例会休会

12月19日(月)

場所：ホテル Hilton OSAKA 4F 真珠の間にて

●11月号推奨記事

P15　　米山奨学生レクリエーション 報告

～16　  坂田妙子地区米山奨学委員会　委員長　

       今井卓哉地区米山奨学委員会　委員

       米山奨学生　　蔡　真彦さん

　　　 今井京子さん　　　　　　　　　　出席

　　　　

P17　  秋のRYLAセミナー　報告

～18　  坂田妙子青少年奉仕委員会　委員長

　　　 今井卓哉元地区RYLA委員会　委員長

　　　 趙航さん（当クラブ推薦受講生）

　　　 コットパ－シャリン・ティータット（当クラブ推薦受講生）さん

　　　　　　　　　　　　　　　　       出席

　

P28　　米山功労者

　第10回米山功労者メジャードナー　谷口　 浩　会員

　第5回米山功労者マルチプル　　　池田　吉清　会員

　第2回米山功労者マルチプル　　　中西　博之　会員

　第33回米山功労クラブ　　　　 　池田くれはRC　　

12月12日のニコニコ報告

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

奥山　裕治副会長 …

服部　潤承　会員 …

高原誠一郎　会員 …

庄田佳保里　会員 …

坂田　妙子　会員 …

正岡　　哲　会員 …

新田　耕平　会員 …

岡本　　厚　会員 …

奥村　雅一　会員 …

乾　　禎則　会員 …

沢田　武司　会員 …

森　　篤史　会員 …

バレンズウェライーストRCの皆様
フィリピンからようこそ。そして
YEGの皆様本日の例会お楽しみく
ださい。

大勢のビジターさまをお迎えして
どうぞよろしくお願いします。

フィリピンバレンズウェライース
トRCの皆様をお迎えして。

遅ればせながら「いながわ100人
ゴミひろい」の成功を祝して。
11月14日・28日例会欠席お詫び。

池田商工会議所青年部　村崎様、
北田様、バレンズウェラRC　深瀬
様、マイケルカノ様、レンレンア
グアスカノ様ようこそ池田くれは
RCへおいで下さいました。

バレンズウェライーストRCより　
マイケルさん、レントンさん、深
瀬さん、池田YEGより
村崎さん、北田さん　ようこそ!

ふぐの会ありがとうございまし
た。ひれ酒美味しかったです。

本日、卓話です。

11月が私の、12月が妻の誕月で
す。よろしくお願いいたします。

Ｗ杯、残念でした。

ふぐの会、ありがとうございま
した。

バレンズウェライーストRCの皆
様、池田YEGの皆様　ようこそ

マイケルカノさん、池田YEGの深
瀬さん、村崎さん、北田さん
ようこそ池田くれはRCへ

先日は温かい新入例会と歓迎会あ
りがとうございました。改めてよ
ろしくお願いします。

本日の合計　38,000円　累計　526,000円

①本日17時30分より第6回理事会が開催されまし

た。

②本日、例会前に年次総会が開催されました。

③本日1月例会の出欠回覧をしております。

④地区より2022-23年度オンライン職業奉仕セミ

ナーのご案内が届いております。（会員宛）

⑤大阪北ＲＣより創立70周年記念のお礼状が届い

ております。（会長宛）

⑥地区より2023学年度米山奨学生面接選考の面接

官の委嘱状が届いております。（坂田会員・今井

会員宛）

⑦例会後に池田くれはジュニアパラスポーツ祭実

行委員会をレストランブリッジにておこないま

す。

⑧次回例会はクリスマス例会です。ホテル

HiltonOSAKAにて18時30分からです。親睦委員・

SAAの皆様は現地に17時30分に集合してくださ

い。

⑨12月23日18時に松前にて第1回被選理事会が開

催されます。

⑩新年移動例会1月6日は17時15分より理事会、18

時15分より例会となります。

⑪事務局は12月27日～1月5日まで閉局となりま

す。ご了承ください。

⑫12月のロータリーレートは138円です。

12月12日の幹事報告

次
週
 ・
次
々
週 場所：不死王閣にて

担当：親睦活動・出席・歌唱小委員会

回

2022-23年度 RID2660地区大会報告

　国際ロータリー第2660地区地区大会が12月16

日・17日に開催されました。初日は開会式、分科

会、大阪のロータリー100周年晩餐会という流れ

で、過去最高の多数のロータリアンが参加されま

した。分科会では千玄室氏の講演を拝聴、晩餐会

では高嶋ちさ子さんのバイオリンも響きました。

　2日目は顕彰者昼食会、友愛の広場、本会議、

慶應義塾大学宮田裕章教授による記念公演、パネ

ルディスカッションが行われました。有意義な2

日間でありました。

幹事　國司真相

2023-24年度RI テーマとロゴ発表

　サウス・クイーンズフェリー・ロータリークラ

ブ（スコットランド）の会員であるゴードン R.

マッキーナリー国際ロータリー会長エレクトは、

2023-24年度会長テーマを発表しました。

https://www.rotary.org/en/node/9263
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12月12日の卓話

　私が池田くれはRCに入会させて頂いてから38年

になります。私の人生の半分をRCとともに生きて

きた訳です。

　クラブでは、今までに、全ての委員会の委員、

幹事、会長、ガバナー補佐などを行ってきました。

これら以外のRC活動では、RCの卓話バンクの活動

があります。卓話バンクとは、国際ロータリー第

2660地区のクラブが卓話に困った時などに、卓話

者の代理として、卓話を行う制度のことです。私

は、「なぜ子ども達は事件を起こすのか　―精神

科医が見た子どものこころ」という題で登録して

いました。

　私どもの池田くれはRCの卓話で話したことがあ

るか忘れてしまいました。新しい会員の方も多く

いらっしゃいますので、今日は、この題で卓話を

させて頂きます。

　子ども達は、様々な事件を起こしますが、その

原因はどこにあるか分かっていません。

　その原因につき、精神科医の立場からお話をさ

せて頂きます。

「子ども達が事件を起こす訳」
正岡　哲　会員

米山奨学生　　 蔡　真彦　様

創立40周年記念事業実行委員長・副委員長

12月12日のビジター

ガバナー月信より

●12月号推奨記事

P3 　　公共イメージ向上セミナー 報告

～4 　  子安丈士プログラム・会報広報雑誌小委員会　委員長　

       青井秀浩会員

　　　 　　　　　　　　　　　オンライン出席

　　　　

P5 　  インターアクト年次大会　報告

～6　   奥村雅一地区ＩＡＣ委員会　委員

　　　　　　　　　　　　　　　　       出席

　

P7 　　興國高等学校インターアクトクラブ

～8　　 認定状伝達式 報告

　　　　2022年10月13日、興國高等学校インター

　　　 アクトクラブ認定状伝達式が開催されま   

       した。提唱クラブは、大阪南ロータリー  

       クラブで、清風高校に続いて2校目の提唱

       となります。2018年に当クラブがアサン

       プション国際中学校高等学校を提唱して

       以来、国際ロータリー第2660地区に、新

       しいインターアクトクラブが誕生いたし

　　　 ました。

日　時　2022年12月12日（月）17:30～17:45

場　所　ブリッジ

理事数　11名【出席11名】

　加藤光祥、服部潤承、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

オブザーバー　2名

　【出席1名】今井卓哉【欠席1名】中西博之

審議事項
　　第１号議案　新年移動例会の件

　・令和5年1月6日（金）18:15～　不死王閣にて

　　開催

　　会費：＠10,000円×参加人数（33名予定）

　　　　　米山奨学生は、ニコニコ国際奉仕から支出

　　　　　事務局員は、予備費から支出する。

　　承認
　　第２号議案　卓話の件

　・2023年1月16日（月）の卓話を、新田会員　

　　から森会員へ変更する

　・2023年1月30日（月）卓話について

　　担当：山内会員

　　ゲストスピーカー：原田こうじ氏

　　承認

協議事項
　・リユースランドセル寄贈の件

　（中村国際奉仕委員長）

　　例年通り池田市教育委員会へ後援申請をして

　　いる。

　2023年3月頃、台湾へ寄贈予定（詳細は未定）

　2023年4月～5月頃、老松RCを訪問予定

　・2023年3月26日・3月27日・4月 3日週報の件

　　3月26日（日）週報　配付なし

　　3月27日（月）3月13日(月)の報告（1646号）

　　　　　　　　 を配付

　　4月 3日（月）3月26日(日)の報告(1645号）

　　　　　　　　 3月27日(月)の報告(1647号）

　　　　　　　　2種を配付

3月26日は移動例会のため配布なし、また3月27日

に3月26日の報告記事を載せるのは難しいため

報告事項
　・地区より「RID2660 2023学年度ロータリー米

    山記念奨学生選考面接官」の委嘱状が、坂田   

（理事会議事録　続き）

　

   会員と今井会員に届いている。

　・2022年12月19日（月）クリスマス家族移動例

　　会の会費について

　　出席者：会員26名、家族3名、事務局1名、

　　　　　　米山奨学生1名として計算すると

　　　　　　会員：18,000円　家族：13,000円　

　　　　　　程度となる予定

　・事務局　年末年始の予定

　　2022年12月27日㈫～2023年1月5日㈭まで休み

　　次回理事会：2023年1月6日（金）17:15 ～　

　　　　　　　　不死王閣にて開催予定

以上　（記録者　今井　卓哉）

第6回理事会議事録

国際ロータリー第3800地区
バレンズウェラ イーストロータリークラブ

Michael Cano　様
Rhen-ren Aguas Cano　様
深瀬　一行　様

池田商工会議所青年部
村崎　裕志　様
北田　晃一　様

　2022年12月17日に米山クリスマス交流会が開催

されました。

　ロータリアン16名、学友会25名、現役奨学生25

名、家族6名が参加しました。

　今年のテーマは「思い出のクリスマス」とし、

皆様には、思い出のある服やアクセサリーなどを

身につけて参加していただきました。

　米山学友会　頼会長の開会挨拶と来賓紹介後、

山本パストガバナーに乾杯の音頭をお願い致しま

した。

　第2660地区米山学友会は日本の中でも素晴らし

い活動をされているとのお言葉の後、クリスマス

交流会が歓喜の中でスタートしました。

　ベトナム出身の現役奨学生達がクリスマスソン

グを歌い、楽しい歌声で会場を一瞬で盛り上げて

くれました。その後ビンゴゲームとプレゼント交

換をしました。

　しばし楽しいひと時を過ごした後に、講評を坂

田が仰せつかりました。講評においては以下の趣

旨を述べさせていただきました。

　『米山奨学生は、日本の青少年に素晴らしい影

響を与えてくれています。世界9カ国、日本では、

33地区の米山学友会が志し高く奉仕の心を持ち、

日本の経済効果を高めてくれています。米山の絆

は未来につながっていきます』

　そして米山の絆の歌を合唱し講評とさせていた

だきました。

　最後に今回米山奨学生25名の内20名が、地区大

会の友愛の広場で大活躍をしていただいた事への

御礼をもち閉会致しました。

12月12日のビジター及び12月度米山奨学金授与

RID2660米山学友会クリスマス交流会


