
　地区大会ってなに？

　多くの新入会員のメンバーが思っておられる事

でしょう。一言で簡単に言うと、普段の例会の地

区版です。

　国際ロータリー第2660地区2017-18年度地区大

会は2日間にわたりおこなわれます。1日目は晩餐

会、2日目の本会議は11月11日（土）に、NHK大阪

ホールにて開催されました。

　毎年の通り、来賓・役員紹介、ガバナー挨拶・地

区現況報告、RI会長代理挨拶・RI現況報告等々、普

段我々の例会と同様に進行されていきますが、一番

の違いは、大会決議案の上程と採択であります。

　以下の大会決議が採択されました。

「決議第1号」　

国際ロータリー会長代理加藤玄静氏（※1）に対

する感謝の件。

「決議第２号」　

国際ロータリー第2660地区直前ガバナー

松本進也氏に対する感謝の件。

「決議第3号」　

2019年度規定審議会（※2）の代表議員にパスト

ガバナー立野純三氏、補欠代表議員に直前ガバ

ナー松本進也氏を選出する件。

「決議第4号」　

2016-17年度の収支決算（監査報告付）を承認す

る件。

「決議第5号」　

国際大会への参加を推進する件。

「決議第6号」　

次年度地区大会は、大阪南ロータリークラブがホ

ストクラブを務め、2018年12月7日・8日にRRH、

大阪国際会議場にて開催する件。

「決議第7号」　

米山梅吉記念館　運営支援の件。

「決議第8号」　

本大会のホストクラブ並びに協力団体に対する

感謝の件。    　-以上-
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新田　耕平会員　昭和23年11月25日

池田　吉清会員　昭和23年11月29日

高原誠一郎会員　昭和38年11月30日

新谷　秀子様　　昭和13年11月 1日

國司　悦子様　　昭和48年11月28日

10月のお誕生日お祝い

12月4日(月)

疾病予防と治療月間

担当　藤原 史郎 会員

「クラブフォーラム①」

　　　新田 耕平 会員

担当　クラブ研修リーダー

　　　

   

11月のお誕生日

会長の時間  　　会長  岸添広一

～月間によせて～

和牛ステーキ
海老フライ、サラダ
ごはん、香の物、みそ汁

ビーフカツどぶづけソース
サラダ、クリームシチュー
ごはん、香の物

※1　RI会長代理とは
各地区大会には毎年、RI会長が任命する会長代理が出

席します。会長代理は、講演や交流を通じて、地区内

のロータリアンにインスピレーションと意欲を与え

ます。

※2　規定審議会とは
3年に1度開催される規定審議会では、ロータリーの組

織規定に変更を加える制定案と、RI理事会の見解を表

明する見解表明案について審議と投票が行われます。

次回の規定審議会は、2019年4月の開催が予定されて

います。

（MYROTARYより）　

12月11日(月)

「髪について」

担当　奥村 雅一 会員

小鉢（柿なます、きんし玉子）
お造り、天ぷら
ごはん、香の物、豚汁



①本日17時より、第5回理事会が開催されました。

②本日例会終了後、次々年度会長指名特別委員会

　が開催予定です。

③地区ガバナーより、国際ロータリー第2660地区

　2020-2021年度ガバナー選出についてのご通知が

　届いております（会長宛）。

④大阪大淀ロータリークラブより、創立45周年記

　念式典のご案内が届いております（会長、幹事

　宛）。

⑤11月10日11日の2日間、国際ロータリー第2660地

　区2017-2018年度地区大会が開催されました。

⑥来週20日の例会は休会です。

⑦本日、12月度例会出欠回覧をいたします。

日時　2017年11月13日　17：00～18：00

場所　ブリッジ

理事数　12名　　　　　出席理事数　10名

審議事項
第1号議案　

第一四半期会計報告

　　　　　　承認
第2号議案　

1月5日新年移動例会事業計画について

　　不死王閣にて開催。

    余興にはベリーダンスと生演奏。

　　米山奨学生にも声をかける。

      承認
第3号議案　

2018-2019年度国際ロータリー2660地区委員会

出向者推薦書の件

　　RYLA委員会委員に今井卓哉会員、

    ロータリー財団委員会委員に中西博之会員、

    社会奉仕委員会委員に奥山裕治会員、

    米山奨学委員会委員に坂田妙子会員、

    を推薦する

            承認
報告事項
（１）秋のライラについて

（２）７RC会長会について

　　2019-2020年度ガバナー補佐に田中隆弥副会

　　長を会長推薦することが報告された。

（３）こども移動動物園について

（４）地区献血PR訪問について

　2月5日の例会に地区社会奉仕委員会のメンバー

    が来会することが報告された。

　　　　　以上

第5回理事会議事録幹　事　報　告

新田　耕平・真理子ご夫妻　昭和51年10月21日

北川　智司・寛子　ご夫妻　昭和63年10月 8日

冨田　博文・直美　ご夫妻　平成 5年10月31日

高原誠一郎・悦子　ご夫妻　平成 7年10月 8日

今井　卓哉・京子　ご夫妻　平成10年10月24日

子安　丈士・みどりご夫妻　平成15年10月12日

石田　貴子・繁　　ご夫妻　平成16年10月28日

11月のお誕生日お祝い

池田くれはロータリークラブ
地区大会　表彰　一覧

●100パーセント「EveryRotarian,EveryYear」クラブ
（会員一人あたりの年次基金への平均寄付額が100ドル以上
であり、正会員全員が年次基金に少なくても25ドル以上を寄
付したクラブへ贈られます。）

池田くれはRC

●100パーセント「ロータリー財団寄付」クラブ
（会員一人あたりの平均寄付額が100ドル以上であり、正会員
全員が、年次基金、ポリオプラス基金、ロータリー財団が承認
した補助金、恒久基金のいずれかに少なくとも25ドル以上を
寄付したクラブへ贈られます。）

池田くれはRC

●End Polio Now（ポリオ感謝状）
池田くれはRC

●米山功労クラブ
池田くれはRC

●米山功労者
山内 邦夫会員（マルチプル）
谷口 　浩会員（マルチプル）
吉井 順子会員
三好洋二前会員（マルチプル）
内村　昭前会員

●ロータリー財団表彰
新田 耕平会員（マルチプル）
岡本 　厚会員（マルチプル）
加藤 光祥会員（マルチプル）
吉井 順子会員
藤原　進前会員（マルチプル）



　　

●推奨記事

P1　  基本的教育と識字率向上月間
　　   ロータリーの友月間によせて
　　   国際ロータリー第2660地区片山勉ガバナー
●本年度当地区の国際奉仕活動には、小学校の図

　書館整備と図書寄贈事業や小学校改善事業、そ

　してグローバル補助金を活用した貧困層の子供

　への教育効果を高める支援活動が計画されてい

　ます。

●毎月発刊される「ロータリーの友」誌は日本各

　地区クラブの奉仕活動だけでなく、世界各国の

　ロータリアンの活動が掲載されています。

P2　 国際ロータリー会長エレクトに関する重要な　
　　  お知らせ
　2017－18年度国際ロータリー会長エレクトサム

　Ｆ.オオリ氏が7月13日急逝され、新しくバハマ

　のシーストナッソー・ロータリークラブ所属の

　バリー・ラシン氏が選任されました。

P5　  第1回国際奉仕委員長会議報告
岡本　　厚　国際奉仕委員長　　　出席

P6　  大学等と地区米山奨学委員会
　　   意見交換会プログラム 報告

田中　隆弥　地区米山奨学委員長　出席

P8　  2017-18年度地区ローターアクト代表挨拶
　       活動報告
　今年度のローターアクト地区代表は、春のRYLA

　セミナーにも参加されていた寝屋川RACの三窪

　真由さんです。

P9　 ロータリー学友交流会　報告
今井　卓哉　地区青少年活動委員　出席

ガバナー月信9月号より

　11月10日11日の2日間にわたり、帝国ホテル

大阪およびNHK大阪ホールにて国際ロータリー

第2660地区2017-2018年度地区大会が開催され

ました。

　初日の分科会では、よねやま親善大使（※１）

やローターアクト卒業生・元米山奨学生、グロー

バル奨学生（※2）の講話があり、「若い世代」

への支援活動の現況が理解できるとともに、私た

ちロータリアンの志が充実感・感動・誇りにつ

ながりました。

　2日目の本会議では、地区現況報告、RIの現況

報告に続き、NHK解説委員　室山哲也氏によるAI

をクローズアップしたライブ形式の特別講演があ

り、心に残る有意義な地区大会となりました。

幹事　沢田武司

※1　よねやま親善大使とは
　日本全国のロータリー地区およびクラブから

の要請に応じて地区大会・セミナー・例会に参

加し、元米山奨学生（学友）を代表して、ロータ

リアンへ米山記念奨学事業の意義と感謝を伝えた

り、自身の活躍を紹介する活動をしています。

http://www.rotary-
yoneyama.or.jp/blog/news/2014/detail_7627.html

※2　グローバル奨学生とは
　6重点分野（以下6つ）に貢献するキャリアを目

指す大学院生や職業人に30,000ドル以上の海外留

学奨学金（グローバル補助金）を提供しています。

❶平和と紛争予防/紛争解決

❷疾病予防と治療　

❸水と衛生

❹母子の健康

❺基本的教育と識字率向上

❻経済と地域社会の発展

http://www.ri2660.gr.jp/1053

地区大会報告
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★ポリオ撲滅について知られていない5つのこと
https://www.rotary.org/ja/five-things-know-about-
polio
　1985年以来、ロータリーが先導してきたポリオ撲

滅活動。たくさんの困難を乗り越えながらも、1988

年に毎年35万件だったポリオ発症数は、今年は10件

にまで減少しています。

　これは、ポリオをなくすことへの熱意を持つ何千

もの人たちの時間、寄付、努力、革新（イノベーシ

ョン）があってこそ実現したことです。 

　今回は、ポリオ撲滅活動についてあまり知られて

いないことを5つご紹介します。

①シリアのアイスクリーム工場は、予防接種活動中

にヘルスワーカーがワクチンの保管に利用する氷嚢

（アイスパック）の冷凍を行っています。

②ポリオをなくす闘いに、多くの有名人が大使とし

て参加しています。 

　撲滅大使の中には、WWEレスリングのスターのジ

ョン・シナ、女優のクリステン・ベル、アクション

スターのジャッキー・チェン、プロゴルファーのジ

ャック・ニクラウス、グラミー賞受賞歌手のアンジ

ェリーク・キジョーとジギー・マーリー、ノーベル

平和賞受賞者のデスモンド・ツツ、人類学者のジェ

ーン・グドール博士、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団

共同会長のビル・ゲイツ、ポリオサバイバーで世界

的バイオリニストのイツァーク・パールマンなどが

います。

③ロータリーのボランティアと保健従事者は、ポリ

オの予防接種を子どもたちに提供するため、山を登

り、砂漠を抜け、僻地の島にボートで赴くなど、命

の危険を顧みずに活動してきました。ロータリーは

これまで、1500台のバイクや6700台の車両、17隻の

ボートの調達資金を提供してきました。ボランティ

アは時に、象、ロバ、ラクダの背中に乗って移動し

僻地の子どもたちにワクチンを届けています。

④パキスタンでは、ワクチン投与とモニタリングの

ために、地元の女性を雇用することを重視していま

す。21,000人以上の予防接種ボランティアのうち、

83％が女性です。これらのボランティアの尽力によ

り、パキスタンではこれまでで最高の予防接種率を

達成しました。

⑤ロータリーとパートナー組織によるポリオ撲滅活

動のおかげで、身体まひの犠牲になることなく、今

日も自分の足で歩いている人の数は1600万人以上に

上ります。また、1988年以来、25億人の子どもにワ

クチンを投与してきました。

MyROTARYより



 　
　

 前々々例会 10月16日分のメークアップ　　　

  松室会員　10月 2日 理事会 出席

  高橋会員　10月 2日 理事会 出席

  中西会員　10月16日 2017-2018年度第4回
　　　　　　　　　 地区ロータリー財団委員会　出席

  田中会員　10月17日 2017-2018年度第4回
　　　　　　　　　 ガバナー補佐エレクト会議　出席   

1489 回 1486 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 　6 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 20 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 4 名

出 席 率 　 ％ ８９．６６％ 　９３.３３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年11月13日 2017年10月16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 

 

　

  

　

出　席　報　告

　

9月の結婚記念日

1.ロータリー財団について

　日本法人の正式名称「公益財団法人ロータリー

日本財団」といいます。「公益財団法人」は、行

政庁の厳しい審査や監督を受ける一方、税制上優

遇されます（「日本相撲協会」「日本野球連盟」

「日本サッカー協会」なども公益財団法人です）。

ロータリー財団は、きちんと制度的に保障された

団体といえます。

　これに対し、ロータリークラブそのものは法人

ではないので、寄付金等の管理処分に際し、権利

義務を明確にするため、ロータリー財団という法

人格（ポケット）を別途設けることが必要不可欠

であったものと思われます。

2.ロータリー財団へのご寄付について

(1)ポリオ・プラス基金寄付

　皆様のご寄付が、ポリオ撲滅活動の財源になり

ます（目標；1人あたり50ドル）。

(2)年次基金寄付

　皆様のご寄付が、先日の「移動動物園」のよう

に、補助金を活用した各クラブ事業に「形を変え

て」世の中の役に立つ活動の財源になります（目

標；1人あたり150ドル）。

(3)恒久基金寄付

　ロータリーが永続するための貯蓄になります。

まさしく「ロータリー愛」ですね（目標；クラブ

で1名大口1,000ドル）。

3.さいごに

　本年度、来年度も引き続き、地区ロータリー財

団委員を務めさせていただきます。皆様に適切な

情報提供できるよう努めます。何かご不明点等が

あれば、ご遠慮なくお申し付けください。

卓　　話

ビ　ジ　タ　ー
米山学友　 

          　鍾　允順 　様

米山奨学生　 

          　鄭　芝ｴｲ 　様

ニ  コ  ニ  コ  報  告

「ロータリー財団と地区財団委員会」

～月間によせて～

　ロータリー財団小委員会　中西 博之 委員長

地区大会出席ありがとうございま
した。

地区大会お疲れ様でした。

鄭 芝ｴｲ米山奨学生さんには大変お
世話になりました。子供移動動物
園無事終了を祝して

今月、たん生日です。あらため
て、人生は有限であることを感じ
ます。ちなみに55回目です。

結婚記念日です。

地区大会特別講演興味深かった
です。

結婚記念日です。

誕生日です。

古希です。

本日卓話と財団月間よろしくお願
い致します。

地区大会おつかれさまです!!

娘の絵が池田市の防火コンクール
に入賞しました。

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

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 …

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 …

青井　秀浩　会員 …

合 計　12,000円　 累 計　408,000円

合 計　37,000円　 累 計　476,000円

新田耕平会員、池田吉清会員

古希おめでとうございます。


