
　本日は、職業奉仕委員会担当の佛日寺での月見

家族移動例会です。職業奉仕委員会の皆様、配膳

から後かたづけ迄して下さる皆様、服部会員、服

部会員の奥様、大変お世話になります。　

　座禅で精神を統一し、自分と向き合う時間を設

けると、心の中に変化が生まれ、会員の皆様がき

っと綺麗なお月様を御覧になり、安らぎのひと時

を過ごされる様願っております。　

「合掌」

2017～2018年度

会長／岸添 広一　幹事／沢田 武司
副会長／田中 隆弥　加藤 光祥
http://www.ikedakureha.jp/  E-mail:ikedakureha@gamma.ocn.ne.jp

誇りを持って奉仕と
サービスをしよう！
誇りを持って奉仕と
サービスをしよう！
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　  平成29年10月2日 第1485回例会　№1484

会長の時間  　　会長  岸添広一

例会休会

米山奨学生 鄭　芝ｴｲ 　様

ビ　ジ　タ　ー

①本日は、池田くれはロータリークラブ細則改正

　のための定足数の出席する任意の例会です。

②地区より、九州北部豪雨災害義捐金への協力の

　お礼が届いております（会長、幹事宛）。

③地区より、職業奉仕活動　見学についての資料

　が届いております（会長、高橋委員長宛）。

④地区より、ガバナー補佐資格者ご連絡のお願い

　が届いております（会長、幹事宛）。

⑤日本ロータリー学友会より、2017-18年度日本

　ロータリー学友会総会のご案内が届いておりま

　す（会長、幹事宛）。

⑥米山記念奨学会より米山功労者への感謝状が届

　いております。

　山内会員　米山功労者第8回マルチプル

幹　事　報　告

「奨学生としての感想」

生ハムとサーモンのサラダ
和牛ステーキ（きのこソース）
御飯、みそ汁、香の物

長嶋 貞孝会員　昭和13年9月12日

岡本 　厚会員　昭和32年9月28日

田中 隆弥会員　昭和37年9月 8日

青井 秀浩会員　昭和40年9月22日

服部 純子　様　　　　　9月15日

国際ロータリー第2660地区

（大阪東RC）

米山功労者第8回マルチプル

ガバナー 片山　　勉 様

 10月2日(月)

「月見家族移動例会」

佛日寺にて　18時スタート
担当　職業奉仕委員会

 10月9日(月)

～ 体育の日 ～
担　当　坂田 妙子　会員

～月間によせて～

地区代表幹事 塩谷　眞治 様

（大阪東RC）

地区幹事 辰野　久夫 様

（大阪東RC）

片山　秀樹 様箕面RC会長エレクト

山内　邦夫　会員



ガバナー公式訪問

　イベントスペースに片山ガバナーをお迎えして

ガバナー公式訪問の例会が行われました。

　今年度の方針について、パワーポイントを使っ

てお話いただきました。

　例会後は、全員で集合写真を撮りました。

　なお、片山ガバナーの今年度の方針は、「クラ

ブの現況」のP1～9に掲載されておりますので、

ぜひご一読ください。

国際ロータリー第2660地区

　 2017-18年度ガバナー

　    片山　勉　様

日時　2017年9月4日　17：00～18：00

場所　ブリッジ

理事数　12名

出席理事数　12名

審議事項
第1号議案　クラブ細則改正案承認の件

　　　　　　承認
第2号議案　10月2日月見移動例会事業計画につ

　　　　　 いて

　　　　　 五月家ちろりさんに謝礼予算10,000

　　　　　 円を追加

           計上、18時より座禅と落語を実施する

            承認
第3号議案　秋のライラセミナー受講生の件

　　　　　　青井会員の甥1名が参加する

　　　　　　承認       

第3回理事会議事録



　　

　10月は、米山月間とともに、「経済と地域社会

の発展月間」でもあります。

　経済と地域社会の発展とは、言い換えれば「貧

困の撲滅」です。片山ガバナーは、「経済と地域

社会の発展」は、RI戦略計画の三本柱の一つ「人

道的奉仕の重点化と増加」に該当し、またグロー

バル補助金の「6つの重点分野」の一つでもあり、

世界の切実な課題を解決する奉仕活動の指針であ

る、と述べられています。

（ガバナー月信10月号ガバナーメッセージ参照）

　「経済と地域社会の発展 プロジェクト戦略」

という電子資料には、「経済と地域社会の発展」

に関する概略と具体的なプロジェクト事例、各種

参考資料がわかりやすく紹介されています。ぜひ

ご一読ください。

file:///C:/Users/user/Downloads/619_economic

_community_development_project_strategies_ja

.pdf

経済と地域社会の発展月間

　ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本

との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留

学生(米山奨学生）を奨学することを目的として

います。米山奨学金には、奨学金による経済的な

支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世話ク

ラブとカウンセラー制度による心の通った支援が

あります。

●世話クラブとは

　日本には約2,300のロータリークラブがあります。

そのうち1つのクラブが、1人の奨学生の「世話ク

ラブ」となります。米山奨学生は世話クラブの例

会に月に一度以上出席し、ロータリー会員と積極

的に交流して国際交流・相互理解を深めるととも

に、ロータリーの奉仕の心を学びます。

●カウンセラーとは

　奨学生1人に対し、世話クラブのロータリアン

の中から1人または複数がカウンセラーを務めま

す。カウンセラーは、奨学生の個人的ケアにあた

るアドバイザーです。

　様々な職業、世代で構成されるロータリークラ

ブでの交流は、奨学生が日本文化に接し、将来や

奉仕について考える機会となります。米山奨学生

とロータリアンの交流は、相互理解のみならず、

双方にとって財産となるものです。

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary

Pick Up ロータリーの友

●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
　東京ロータリークラブが2020年10月に創立100周

　年を迎えます。すなわち、日本にロータリークラ

　ブが誕生して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!!

米山奨学生と世話クラブ・カウンセラーについて

●世話クラブとは

日本には約2,300のロータリークラブがあり、そ

のうち1つのクラブが、1人の奨学生の「世話クラ

ブ」となります。米山奨学生は世話クラブの例会 

に月に一度出席し、ロータリー会員と積極的に交

流して国際交流・相互理解を深めるとともに、ロ

ータリーの奉仕の心を学びます。

米山月間



 
　

 前々々例会　8月26日分のメークアップ　　　

 　田中会員　8月24日　地区大会実行小委員会出席

   坂田会員　8月26日　世界学友会設立＆「感謝in熊本」出席

 　中西会員　9月 2日　地区ロータリー財団セミナー出席

1484 回 1481 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 　7 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 24 名 19 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 4 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ ９３．５５％ ８６．６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年9月25日  2017年8月26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 …

沢田　武司　幹事 …

新谷　秀一　会員 …

田中　隆弥副会長 …

加藤　光祥副会長 …

服部　潤承　会員 …

高原誠一郎　会員 …

松室　利幸　会員 …

吉井　順子　会員 …

今井　卓哉　会員 …

正岡　　哲　会員 …

新田　耕平　会員 …

池田　吉清　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

青井　秀浩　会員 …

乾　　禎則　会員 …

奥山　裕治　会員 …

冨田　博文　会員 …

片山勉ガバナー、塩谷眞治地区代
表幹事、辰野久夫地区幹事ようこ
そおいで下さいました。ご指導よ
ろしくお願い致します。

片山勉ガバナーようこそお越しい
ただきました。

ガバナー片山様本日宜しく御願い
します。

片山勉ガバナー、塩谷眞治代表
幹事をお迎えして。

片山ガバナー様、塩谷地区代表幹
事様をお迎えして

片山G、塩谷地区代表幹事、辰野地
区幹事をおむかえして

ガバナー、ようこそお越しいただ
きました。

片山勉ガバナーをお迎えして。

本日も動物園会議への御協力よろ
しくおねがい致します。

片山勉ガバナーをお迎えして

片山勉ガバナー公式訪問にて!!

片山ガバナーをお迎して　御指導の
程、よろしくお願い申し上げます。

ゴルフ同好会優勝しました。

祝　ガバナー訪問

ガバナーをお迎えして!!

こないだのゴルフ同好会で2位頂
きました。天気も良く楽しいゴル
フができました。ありがとうござ
いました。

片山ガバナーようこそお越し下さ
いました。

無事、銀婚式を迎えることができ
ました。

ゴルフ同好会お疲れさまでした。
入会して1年たちました。

ガバナー訪問ありがとうござい
ます。

合 計　48,000円　 累 計　308,000円

出　席　報　告ニ  コ  ニ  コ  報  告

　

2016-17ガバナー月信最終号より

●推奨記事

P14～15　 米山奨学委員会/ロータリー財団

米山功労者

1回目　内村 昭 前会員

1回目　吉井 順子 会員

7回目　山内 邦夫 会員

米山功労クラブ

27回目　池田くれはロータリークラブ

ポール・ハリス・フェロー

吉井 順子 会員

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

1回目　藤原 進 前会員

1回目　岡本   厚 会員

2回目　加藤 光祥 会員

4回目　新田 耕平 会員

P16　2016－17年度　ロータリー財団年次基金一覧表

P17　2016－17年度　ポリオ・プラス基金寄付一覧表

P18　2016－17年度　米山奨学会寄付状況
いずれにおいても、池田くれはロータリークラブが

積極的に寄付をしていることがよくわかります。

P22　各クラブ別年間平均出席率
池田くれはロータリークラブ　　　88.34％

（地区平均　86.93％）

9月の結婚記念日

乾　禎則・貴子ご夫妻

　　平成4年9月20日

今井 卓哉会員　昭和37年10月24日

坂田 妙子会員　昭和38年10月 1日

石田 貴子会員　昭和40年10月 3日

岡本 尚子　様　　　　　10月11日

青井 奈緒　様　　　　　10月22日

10月のお誕生日


