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会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

　

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 ％

1642
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2023 年 2 月 27 日
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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

2023 年　3月 6日　第 1643 回例会　No.1643

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

3月6日(月)

卓話者：中西博之会員

例会休会★卓話「最近の法律事務の話題
　　　　　　（相続登記義務化など）」

3月20日(月)

「クイズでわかる！ドルコスト平均法
　〜価格変動と向き合う〜」

3月13日(月)

2月27日のニコニコ報告

本日の合計　11,000円　累計　771,000円

★ガバナー補佐訪問

加藤　光祥　会長 …

國司　真相　幹事 …

坂田　妙子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

乾　　禎則　会員 …

本日は“冬の恋人の日”です。あの
時の熱い思いは今、枯れてます。

松本賢次さまをお迎えして。

クラブフォーラム大阪車いすテニ
ス協会広報部長松本様、宜しくお
願いします。

おつかれさまです!!

前回欠席お詫び

 3月は水と衛生月間です。

 汚染された水が原因として、引き起こされる疾

患があります。

原生生物：（アカントアメーバ）、バクテリア：

（コレラ、赤痢、レジオネラ、腸チフス）、ウイ

ルス：（A型肝炎、E型肝炎、ポリオ）などに汚染

された水を経口する事によって引き起こされる感

染症を“水系感染症”といいます。汚染された水

が調理に使用されると食中毒の原因となる。下痢

性疾患により、世界で毎年180万人の死の原因と

なっている。水系感染症の原因の88%が公衆衛生

及び衛生学的に安全でない水の供給によるものと

され、特に、発展途上国の子供たちに水系感染症

の被害が集中しています。

　ロータリークラブが撲滅を目指すポリオも水系

感染症です。完全に世界からポリオをなくすため

にはワクチン特に、不活化ワクチンの絶え間ない

接種と共に、発展途上国での井戸水、上下水道を

含めた汚水管理・公衆衛生の整備が必要であり、

この整備によりポリオを含めた下痢性疾患被害も

防ぐ事が出来ます。

　

卓話者：沢田武司会員

会長の時間　続き

　その上、世界３大感染症であるマラリアは汚染

された水が直接的な原因ではないが、マラリア原

虫を持った蚊媒介感染症であり、蚊が発生しやす

い湿地・水溜りの衛生整備が水系感染症の被害防

止と同様に必要である。

　感染者数も年間2億人以上で死亡者数も2020年

62万人以上と推定され、世界で2分に1人の命が奪

われている。ワクチンの開発も進められているが

現状のワクチンの有効性は30%程度でマラリア撲

滅の道はまだ遠い。ポリオも含めビルゲイツ・メ

リンダ財団も支援しています、彼等の過去から全

ての支援額が8兆円を超えているそうです。

すごい!!

  2月25日㈯、2022年学年度米山奨学生終了式・歓迎

会が、シェラトン都ホテル大阪で行われ、約115名の

ロータリアンと米山学友と終了生が参加しました。

　第一部では終了証書の授与式が行われました。30

名の奨学生を笑顔で見送ったロータリアンたちの温

かい眼差しがとても印象的でした。タイ出身のチャ

ワナットさんの立派な終了生代表スピーチに目頭が

熱くなりました。

　第二部では、カウンセラーへの感謝状贈呈式が行

われ、終了生の成長に喜びを感じました。

　とりわけ印象に残ったのは、終了生がお世話になっ

たカウンセラーへの感謝のお手紙を読み上げた時、

そして手作りプレゼントを渡した時でした。終了生

たちも、一年前緊張と不安の時とは対照的で、昨日

は感謝と感動と笑顔が溢れ、しっかりロータリーファ

ミリーに溶け込んでくれました。終了生の皆さん、

本当におめでとうございます。

　当クラブからは、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、中村武

次年度地区米山奨学委員会 委員が参加しました。な

お、蔡真彦さんは、引き続きもう1年、米山奨学生

として支援させていただきます。

報告記事　坂田妙子

 

次年度地区委員 委嘱状授与 米山奨学生終了式・歓迎会　報告

国際・社会奉仕委員会　副委員長　庄田佳保里会員

インターアクト委員会　副委員長　奥村雅一会員

米山奨学委員会　委員　中村　武会員

３月のお誕生日

奥村　雅一　会員　 3月25日

加藤　順子　様　　 3月 8日

奥村　美香　様　 　3月19日

大阪車いすテニス協会　

広報部長　松本 賢次　様

2月27日のビジター
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2月27日の卓話

　このイベントを通じて子どもたちは、学校だけ

では学べないリアルな共生社会の１ページを体験

し、経験できる素晴らしい機会だと思います。学び

というのは教科書から学ぶこともありますが、「今

を生きる人から学ぶ＝経験」これこそがこれからを

生きる力の糧になると私は考えております。

　普段の生活の中では障がい者とコミュニケーショ

ンを取り、一緒に身体を動かして一喜一憂する機

会はそう多くありません。今を生きる子供たち

とって共生社会というものが今後この社会の中で

「当たり前」になり、皆等しく同じ環境で生きる

世界の創造に繋がることを心から祈っております。

担当：青少年奉仕委員会・国際奉仕委員会

「池田くれはジュニアパラスポーツ祭」について

　35周年記念事業の一環として始めましたリユー

スランドセル活動事業を今年度も行います。

　池田市教育委員会の後援をいただきましたので、

池田市内の小学校、アサンプション国際小学校へ

チラシを配布し、中古のランドセルを回収する準

備を進めております。

　お知り合いに、今春小学校ご卒業のお子様がお

られましたら、ぜひお声掛けいただきたいと思ま

す。ご卒業後何年か経っておられる方のランドセ

ルもお預かりいたします。

　ご協力、どうぞよろしくお願い申し上げます。

クラブフォーラム③

卓話者：大阪車いすテニス協会　
広報部長　松本 賢次　様

2月27日の幹事報告

①本日17時30分より第3回被選理事会が開催され

　ました。

②本日、次年度地区出向者への委嘱状を授与いた

　しました。

③地区より2023-24年度のための地区研修・協議

　会のご案内が届いております。

　（会長エレクト宛）

④地区よりロータリーロゴ 適正使用へのご協力

　のお願いが届いております。

（会長幹事宛）

⑤3月の例会出欠を回覧しておりますのでご記入

　ください。

⑥事務局の開局日の変更をお伝えします。3月3日

　（金）、3月17日（金）4月7日（金）こちらを

　いずれも前日の木曜日10時～16時に変更いたし

　ます。ご了承ください。

⑦本日例会後、池田くれはジュニアパラスポーツ

　祭第3回実行委員会が小会議室①にて開催され

　ますので委員の方はご出席ください。

リユースランドセル

ガバナー月信より

●3月号推奨記事

P8 　　2023学年度米山奨学生選考試験 報告

～9 　  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

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　出席

P10　  ロータリー財団補助金管理セミナー報告

～11　   沢田武司会長ノミニー

　　　　今井卓哉次年度幹事 

　　　　庄田佳保里次年度社会奉仕委員会委員長

　　　　國司真相次年度青少年奉仕委員会委員長

　　　　中西博之次年度R財団小委員会委員長

　　　　　　　　　　　　　   オンライン出席

P10　  MY ROTARY 登録状況 ［2023年2月度］

　　　　森篤史新会員にご協力いただき、31人での

　　　　100％を達成いたしました。　

　　　

日　時　2023年2月27日㈪　17：30～18：00

場　所　ブリッジ

理事数　11名【出席11名・欠席0名】

　　　　高原誠一郎、加藤　光祥、沢田　武司

　　　　今井　卓哉、乾　　禎則、青井　秀浩　

　　　　小森　　正、庄田佳保里、奥山　裕治　

　　　　國司　真相、北川　智司

オブザーバー　2名【出席1名・欠席1名】

　　　　中村　　武、中西　博之（欠席）

(全て敬称略）

審議事項
　第１号議案　年間行事予定について

　　　乾クラブ奉仕委員長より再度確認して修正

　　　する。

　　継続審議とする

　　

協議事項
第１号議案　各奉仕委員会の事業計画及び予算案について

　　　各奉仕委員会の事業計画と予算提出を次回

　　　被選理事会までにお願いする。

・クラブ奉仕委員会・・移動例会 他

　　　→次回の被選理事会で資料提出

・職業＆社会奉仕委員会・・いながわ100人ゴミ

　　　ミひろいDAY！（継続事業）他

　　　→原則昨年と変わらないのですがそこに　

　　　　チャリティの要素を入れてメンタルヘルスケア

　　　　　をされている団体への寄付を想定してご

　　　　み拾い活動を実施し予定。地区補助金の

　　　　活用はしないという方向で検討。

・国際奉仕委員会・・フィリピンとの合同事業 他

    →フィリピン以外で継続事業のリユースラン　

　　ドセル等も含めて資料提出のお願い

・青少年奉仕委員会・・大阪大学RAC提唱　他

　　阪大GECS総会に参加してきました。今後代表

　　ともお会いして話を進めていきたい。

第２号議案　ＩＭ１組ロータリーデーについて

　　　　　　　日時：２０２４年３月２日（土）

　　　　　　　場所：不死王閣

　・一般市民も対象とする。

　・ロータリーデー開催後「フレッシュロータリアン研修会

　　（アルコールも含めた食事付き）」を開催

　　対象は入会３年もしくは５年未満

その他
　　・ホームページについて

　　　話し合って進めていきましょう。

（被選理事会議事録　続き）

　・池田くれはＲＣ×ＹＥＧとのコラボ企画について

　　ＹＥＧの村崎次年度会長を始めとする数名　

　　の役員と打ち合わせをして今後企画推進を　

　　していく。

　・今年度の3月18日に開催されるロータリーデーに

　　おいて閉会式において次年度のホストクラブ挨

　　拶で高原会長エレクトが登壇予定。

報告事項
　・2023～24年度のための地区研修・協議会

  大阪国際会議場にて2023年4月8日（土）への出

　席者の確認

　　　　

今後の被選理事会の予定

　　3月27日㈪　4月17日㈪　5月29日㈪

　　いずれも、17：00～　ブリッジにて開催

以上　（記録者　中村 武）

第3回被選理事会議事録

第3回　池田くれはジュニアパラスポーツ祭実行委員会　議事録

報告事項
・チラシを1月16日に小森会員と中村で市役所に

　持って行き配布をお願いし、市長と教育長の方

　に参加以来の案内を届けた。市長は先約有りで

　欠席。教育長は参加とのこと。

協議事項
タイムスケジュールの確認。

役割分担の確認。（織姫に受付をお願いする）

備品の確認。

・チーム分けの防止に名前を書くためのマジック

　を用意する。（予備入れて6本）

・参加賞の桜川サイダーを3ダース用意する。

・テーブル・椅子・マイク等を学校に借りられるか確認

・救急箱は中身を確認。

・体温計の動作確認必要。（電池の有無）

その他
・貴重品は各自保管か、ロータリアンだけだった

　ら受付の後ろに置く。

・参加者の集まりが悪いので積極的に集客をしな

　ければならない。

　（アサンプション・キューティーボアーズ等）

・開会式にてチアに発表する機会を与える。

・体育館内で食事ができるか確認する。

・受付にて残ったチラシを貼る。

・メンバーの当日の服装は白ジャンパーとスニー

　カー着用。（体育館シューズ）

・テニス協会6名に対して3,000円／人の謝礼。

以上　（記録者　中村 武）

　　　　　　　　


