
　本日は国際ロータリーの決議審議会で採択され

た他の16件を紹介したいと思います。

　世界のロータリアンは、この様な事を検討してい

ると、言うことを知っていただけたらと思います。

①　クラブ戦略計画委員会の設置を推奨する事

　　Yes　295　　　No  195

②　復帰会員に関する当初の会員情報の保持

　　Yes　331　　　No  152

③　終結されたクラブが地区の承認を確保する事

　　Yes　317　　　No  166

④　クラブの柔軟性による効果について調査する事

　　Yes　341　　　No　146

⑤　試験的プログラムの情報公開

　　Yes　396　　　No　93

⑥　「 ロータリーの目的　」を明確にする事

　　Yes　280　　　No 204

⑦　ロータリーの中核の価値観と使命を追加する

　　立法案を規定審議会に提案する事

　　Yes　250　　　No　235

⑧　生態学的に持続可能な取り組みの支援

　　Yes　279　　　No　208

⑨　持続可能な開発と環境保護を重点分野に加え

　　る事を検討するよう管理委員会に要請する

　　Yes　247　　　No　235

⑩　ローターアクトクラブ認定フォームの改訂

　　Yes　281　　　No　194

⑪　グローバル補助金申請に水プロジェクト申請

　  のテンプレートを含める事を検討するよう管

    理委員会に要請する

　　Yes　308　　　No　182

　　

⑫　5ヶ年財務見通しを審議会より前に送付する事

　　Yes　125　　　No　58

⑬　ロータリーの人頭分担金を増額しないこと

　　を2019年審議会で検討するようRI理事会に

　　要請する件

　　Yes　300　　　No　189

⑭　ロータリー章典の更新箇所に編集上の印を

　　加える事

　　Yes　309　　　No　179

⑮　年次の会長テーマをヒンディー語で発表す

　　る事

　　Yes　305　　　No　175

⑯　投票機器の使用方法を審議会代表議員に研

　　修する事

　　Yes　340　　　No　144　

 

以上世界のロータリアンが検討し採択された内

容であります。
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　  平成30年2月19日 第1498回例会　№1497

北川　智司会員　昭和37年2月 1日

中西　博之会員　昭和59年2月20日

東浦　典子　様　        2月19日

10月のお誕生日お祝い

3月5日(月)

「1500回記念家族移動例会」

会長の時間  　　会長  岸添広一

2月19日(月)

プログラム・会報広報雑誌小委員会

幹　事　報　告

担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会

「発達障害について」

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　 鄭　芝ｴｲ 　様

担当 正岡　哲　会員

きんぴらごぼう、茶碗蒸し
鯛のうす造り、豚かぶら
ごはん、香の物、赤出し

ポテトサラダ
煮込みハンバーグ
ごはん、香の物、コーンスープ

米山奨学生　 鄭　芝ｴｲ 　様

「」

担当 岡本　厚　会員

2月のお誕生日

場所：la　Casa hide

　　　

～月間によせて～

 委嘱状授与

2018-2019年度IM1組ガバナー補佐エレクト



　国際ロータリー第2660地区社会奉仕員会 委員　

榎原一滋様より、第2回地区献血について下記の通り

インフォメーションがありました。

　日時場所は以下の通りです。

日時　2月25日（日）開会10：00 閉会16：00（予定）

場所　5か所　　①難波バス停横   ②イオン大日前

　　　　　　　 ③京橋駅前 ④樟葉駅前 ⑤梅田HEP  

                前で同時開催予定

65歳以上の採血出来ないロータリアンの方々も献血

者のご紹介や献血運動呼びかけ等、応援重ねてお願

い申し上げます。

　　

米山奨学委員会 委員　坂田 妙子 会員

日時　2018年2月5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　次年度各委員会組織承認の件

　　　　　　承認

第2号議案　2月5日例会卓話者の件

　　　　　　当初予定の岡本会員と2月26日予定

　　　　　　の長嶋会員と入れ替える

　　　　　　承認

第3号議案　3月5日1500回記念家族移動例会事業

　　　　　　計画について

　　　　　　阪急曽根駅近くのイタリアンレスト

　　　　　　ラン「ラカーサヒデ」で開催する

　　　　　　承認

第4号議案  11月4日池田くれはRCこども移動動物

 　　　　　園決算報告承認の件

　　　　　　承認

第5号議案　12月18日クリスマス移動例会決算報告

　　　　　 承認の件

　　　　　　承認

第6号議案　1月5日新年移動例会決算報告承認の件

　　　　　　承認

第7号議案　上半期会計報告承認の件

　　　　　　承認

第8号議案　池田市美術展後援の件

　　　　　　承認
報告事項

７RC幹事会について

①IMロータリーデー・フレッシュロータリアンセ

  ミナーへの参加協力依頼があったことが報告さ

  れた。

②新旧会長幹事会について　

  例年通り開催することが報告された。

③箕面市国道171号線沿い看板設置について　

  各クラブで予算捻出が可能か打診があったが、

  詳細内容確認の上協議する。            以上

第8回理事会議事録第2回地区献血のご案内

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生

鄭　　芝ｴｲ 様

　榎原　一滋 様（吹田西RC）

国際ロータリー第2660地区
社会奉仕委員会　委員

幹　事　報　告
①本日17時から、第8回理事会が開催されました。

②地区より、2018年決議審議会決議案提出について
　のご案内が届いております（会長、幹事、田中会
　長エレクト、高原幹事エレクト宛）。

③米山学友会（関西）より、米山感謝祭のご案内が
　届いております（会長、幹事、田中米山委員長、
　吉井会員、坂田会員宛）。

④地区より、2018-19年度のための会長エレクト研
　修セミナー（PETS）および懇親会のご案内が届い
　ております（田中会長エレクト宛）。

⑤ロータリー日本事務局より、平和と紛争予防/紛
　争解決月間リソースのご案内が届いております
（会長宛）。

⑥地区ガバナーエレクトより、2018-2019年度IM1組
　ガバナー補佐エレクトの委嘱状が届いております
（田中副会長宛）。

⑦豊中南RCより、3月24日IMロータリーデーのご案
　内が届いております。本日、出欠の回覧をいたし
　ます。

⑧豊中南RCより、3月24日フレッシュロータリアン
　セミナーのご案内が届いております。本日、出欠
　の回覧をいたします。

⑨本日、ロータリー手帳購入の回覧をいたします。

⑩2月のロータリーレートは1ドル110円です。



　　

ガバナー月信9月号より

創立35周年記念事業実行委員会組織          

 

岸添広一，岡本　厚，新田耕平，松室利幸，藤原史郎

岸添広一，岡本　厚，新田耕平，池田吉清，松室利幸，藤原史郎，中西博之

岸添広一，岡本　厚，新田耕平，池田吉清，松室利幸，藤原史郎，服部潤承

会長指名特別委員会

細則検討委員会

戦略計画委員会

田中隆弥

田中隆弥

田中隆弥

２０１８～２０１９年度　　　特別委員会組織     

 

　ＲＩ第２６６０地区  社会奉仕委員会  委員

　ＲＩ第２６６０地区  米山奨学委員会  委員 坂田妙子

中西博之

奥山裕治

新谷秀一

田中隆弥

今井卓哉

　ＲＩ第２６６０地区パストガバナー

　ＲＩ第２６６０地区がバナー補佐エレクト

　ＲＩ第２６６０地区  ＲＹＬＡ委員会  委員

　ＲＩ第２６６０地区  ロータリー財団委員会  委員

地区関係     

 

２０１８～２０１９年度　　　各委員会組織     

 

田中隆弥
青井秀浩

藤原史郎
今井卓哉

池田吉清
服部潤承

岸添広一
中西博之

岡本　厚
沢田武司

髙原誠一郎
乾　禎則

坂田妙子 冨田博文 奥山裕治

クラブ奉仕委員会 奥山裕治 冨田博文

親睦活動・出席・歌唱小委員会 山内邦夫 高橋　仁 國司真相 子安丈士 東浦　敬 坂田妙子

プログラム・会報広報雑誌小委員会 石田貴子 青井秀浩 今井卓哉

職業奉仕委員会 谷口　浩

社会奉仕委員会 山内邦夫 新田耕平 高橋　仁 東浦　敬 冨田博文 北川智司

国際奉仕委員会 中西博之 坂田妙子

ロータリー財団小委員会 新谷秀一

米山奨学小委員会 長嶋貞孝 正岡　哲

青少年奉仕委員会 吉井順子 中西博之 青井秀浩 國司真相 子安丈士 坂田妙子

会場監督 加藤光祥 吉井順子 中西博之 奥村雅一 北川智司

田中隆弥 岸添広一 岡本　厚 池田吉清 藤原史郎 髙原誠一郎

服部潤承 沢田武司 乾　禎則 今井卓哉 中西博之 青井秀浩

坂田妙子 冨田博文 奥山裕治

藤原史郎

沢田武司

松室利幸

池田吉清

委員長

服部潤承

今井卓哉

委員

中西博之

坂田妙子

奥山裕治

冨田博文

創立35周年実行委員会 松室利幸

幹　事 髙原誠一郎

岸添広一 岡本　 厚

池田吉清 今井卓哉

藤原史郎 服部潤承 沢田武司 乾　禎則 中西博之 青井秀浩 坂田妙子 冨田博文 奥山裕治

※１ １．大相撲池田くれは場所　 担当委員長　池田吉清 ２．スマイルキャンプ　担当委員長　今井卓哉

会　長

実行委員長

副実行委員長

事業担当委員長　※１

副委員長

田中隆弥

松室利幸



　前々々例会 1月5日分のメークアップ　　　

　　加藤会員　1月 5日　第7回理事会出席

　　東浦会員　1月17日  ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席

　  中西会員　1月18日　2017-2018年度第7回地区ロータリー

                       財団委員会出席

　　子安会員　1月19日　ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席　 

1497 回 1494 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 　5 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 21 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 4 名

出 席 率 　 ％ ９０.００％ 　９６.６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年2月5日  2018年1月5日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

3

国際奉仕委員会事業について 

　

  

出　席　報　告

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

加藤　光祥副会長 …

服部　潤承　会員 …

松室　利幸　会員 …

吉井　順子　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

奥村　雅一　会員 …

東浦　　敬　会員 …

北川　智司　会員 …

テイシエイさんバレンタインチョ
コありがとう。

吹田西RC榎原様ようこそお越しい
ただきました。

寒い!!

鄭米山奨学生チョコレートありが
とうございました。

テイさん、チョコレートありがと
う!今年はじめてで、とても嬉し
い！

孫の中学受験が終わりヤレヤレで
す。

卓話当番です。

おつかれさまです!!

妻の誕生日です。

先週、誕生日でした。FBでもお祝
いしていただきありがとうござい
ます。

合 計　20,000円　 累 計　744,000円

ニ コ ニ コ 報 告

卓　　話

　歯科医になって55年になります。その間歯科医

療は進歩したのでしょうか？我々歯科医の夢は皆

様の口腔内から病気をしない健康な口腔を理想と

しています。

　さて皆様の歯の構造はどうなっているのでしょ

う。ここで歯の断面図を元に説明します。歯の表

面は白いです。この面はエナメル質と云って体の

中で一番硬い部分です。その次の層は象牙質と云

う層です。歯槽骨と歯根の間に歯根膜と云う膜が

クッションの役をしています。ですから歯はエナ

メル質、象牙質、セメント質と云う三つの硬い組

織で出来ています。歯の三分の二は骨の中にあり

三分の一は外に出ている部分です。一番中に神経

があります。神経の中には血管があり血液が流れ

ています。従って歯は生きています。生活歯とも

云っています。我々の体の中を廻っている血が歯

にも来ているのです。神経を出来るだけ抜かない

様にして下さい。神経を取ると生木と枯木の違い

になります。

　又、歯が浮いたと云われる人がいますが、それ

はクッションの役目をする歯根膜が炎症を起こす

からです。その炎症を取れば治ります。

　次に歯周病ですが、歯にプラークと云う垢が溜

まりますとそれが硬くなり石のようになります。

歯石と云います。これが歯肉と歯牙の間に溜まり

ますと外からの刺激で血が出るようになります。

リンゴをかぶると血が出るのはこの様な状態です。

これを置いておきますと今度はここに膿が溜まり

骨がなくなり歯が抜けてしまいます。早い内に石

を取るようにして下さい。予防と云う言葉は歯科

から出た言葉です。早期に治療しないといけない

のでその言葉が出たと云う事です。

　皆様歯を大切に!

「歯の話」

長嶋　貞孝　会員

加藤　光祥・順子ご夫妻　
    昭和56年2月 9日 

岡本　　厚・尚子ご夫妻　
    昭和57年2月28日

高橋　　仁・智子ご夫妻　
    平成 6年2月12日

2月の結婚記念日


