
　今月は国際ロータリーにおける、「平和と紛争

予防/紛争解決月間」であります。

　日本人として最も身近な問題は、領土問題であ

ると思われます。北方四島・言われもなき竹島・

ましてや尖閣諸島・これらの話をすると終わりが

ないので、今一度、日本のロータリアンは心に留

めておいて下さい。

　前回に続き、本日は国際ロータリーの決議審議

会で不採択の21件の内「これは」と思われる10件

を、紹介したいと思います。世界のロータリアン

は、この様なことを検討しているということを、

知っていただけたらと思います。

①　全てのクラブ例会を「四つのテスト」で開始

　　する　　 

　　Yes　167　    Nｏ　320

②　最低会員数20名を各クラブに義務付ける事

　　Yes　103　    Nｏ　388

③　地域独自のロータリークラブ定款を作るため

　　規定審議会に立法案を提案する様

　　Yes　 94      Nｏ　388

④　日本における地域単位の意思決定機関を創設

　　する事を検討する様

　　Yes　 64　    Nｏ　411

⑤　四つのテストに第五項目を加える事を検討する

　　Yes　70　　　 Nｏ　415

⑥　ロータリーの基本理念の相互関係を明確に

　　する

　　Yes　223　    Nｏ　263

⑦　「奉仕」を定義することを検討する様

　　Yes  208　    Nｏ　275

⑧　ローターアクトの年齢制限を35歳に上げ　

　  る事

　　Yes　209　    Nｏ　275       

⑨　推奨ロータリークラブ細則を改正しクラブ

　　会費を廃止する事

　　Yes　 93　    Nｏ　392

⑩　国別に異なる人頭分担金の額を可能とする

　　立法案を将来の審議会に提出する事を検討

　　する様

　　Yes　143      Nｏ　343

　以上世界のロータリアンが検討しましたが不

採択とされた内容であります。
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　  平成30年2月26日 第1499回例会　№1498

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

3月12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

クラブフォーラム②

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　 鄭　芝ｴｲ 　様

担当 新田　耕平　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

ビ　ジ　タ　ー

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

目標100％!! マイロータリー登録

　新たに、高原会員、奥村会員にマイロータリーへ

ご登録いただきました。当クラブの登録者数が21名

になり、登録率が67.7％になりました。

（2月10日現在）

　　　

～月間によせて～

豚ヘレカツ、サラダ
チャンポン風ラーメン
野沢菜とちりめんのまぜごはん

決議審議会の採択・不採択の理由は、MyROTARYの決

議審議会の結果より確認することが出来ます。

https://my.rotary.org/ja/cor/vote

「クラブ理事会と理事について」「国際交流と国際貢献」



谷口　浩　会員

　　

米山奨学委員会 委員　坂田 妙子 会員

IM１組ロータリーデー

ベネファクター認証

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生 鄭　　芝ｴｲ 様

　委員長 岡本 眞弘  様（豊中南RC）

IMロータリーデー実行委員会　

幹　事　報　告

①地区より、第1回クラブ戦略計画委員長会議のご

　案内が届いております（会長宛）。

②地区より、2018-2019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（田中会長エレク

　ト宛）。

③地区より、マイロータリーについてのアンケート

　が届いております（会長、幹事、青井委員長宛）。

④箕面ロータリークラブより、第2回会長会のご案

　内が届いております（会長宛）。

⑤箕面千里中央ロータリークラブより、3月度７RC

　幹事会のご案内が届いております（幹事宛）。

⑥地区ローターアクトより、第2回地区献血のご案

　内が届いております（会長、幹事宛）。

⑦池田市中川部屋を応援する会より、力士とちゃん

　こ鍋を囲む会ならびに千秋楽パーティーのご案内

　が届いております（会長、幹事宛）。

⑧ロータリー財団より、ベネファクターの認証が届

　いております（会長、谷口会員宛）。

⑨本日、3月度の例会出欠の回覧をいたします。

2月のお誕生日お祝い

●2月号推奨記事
P5　  　　地域の若手からアクションを       IM第1組 
                      第1回フレッシュロータリアン懇親会 報告
              北川会員をはじめ、出席された池田くれはロー

　　　タリークラブの若手メンバーの写真が掲載され

　　　ています。

P7～8　　米山奨学委員会/ロータリー財団
　　　米山功労者　　　　　　　正岡　哲会員

　　　ポール・ハリス・フェロー　　中西博之会員

P19　　     2017年12月度 会員数・出席報告
　　　今回もIM1組で出席率がトップです。

ガバナー月信より

　豊中南RC　岡本様と増山様より、3月24日(土）に

開催される、フレッシュロータリアン研修交流会及

びIMロータリーデーのインフォメーションがありま

した。

目標100％!! マイロータリー登録
　新たに、池田会員、高原会員、奥村会員にマイロ

ータリーへご登録いただきました。当クラブの登録

者数が22名になり、登録率が70％を超えました。
（2月21日現在）

　増山 忠雄  様（豊中南RC）



　　

　高原誠一郎

　2018年2月3日（土）13：50より地区ロータリー財

団補助金管理セミナーが開催され、わがクラブから

は、田中隆弥会長エレクト、岡本 厚会長ノミニー、

乾 禎則会員が参加され、私も共に参加してまいりま

した。

　片山ガバナーより開会のご挨拶があり、宮里ロー

タリー財団委員長よりロータリー財団の歴史とその基

本的な仕組み及び財団の現状についての説明がありま

した。特にポリオの問題は現在でも世界的にはまだま

だ未解決な問題であるとの説明がありました。

　嘉納資金管理小委員会委員長からは補助金の申請

から申請後の取り扱いや過去の補助金管理上の不備

内容など具体的な説明がありました。

　休憩をはさんで今西補助金小委員会委員長からは財

団の補助金であるグローバル補助金と地区補助金の現

状と内容についての詳細な説明がありました。また、

大谷資金推進小委員会委員長からは補助金の主な原資

である財団への寄付についてクラブ別寄付実績などの

具体的な資料に基づいて説明がありました。

　最後に福家ロータリー財団セミナー担当PDGより

閉会のご挨拶があり、16：30に予定通り閉会いたし

ました。ロータリー財団や補助金について全てが理

解できたわけではありませんが、非常に勉強になり

有意義なセミナーであったと感じました。　　　　

　

ガバナー月信9月号より

地区ロータリー財団補助金管理セミナー報告 2018-19年度のための地区研修セミナー報告

目標100％!! マイロータリー登録

　新たに、池田会員、高原会員、奥村会員にマイロ

ータリーへご登録いただきました。当クラブの登録

者数が21名になり、登録率が67.7％になりました。

今井　卓哉　

　2018年2月10日(土)13:30～17:00、大阪国際会

議場にて「地区チーム研修セミナー」が開催され

ました。

　山本博史ガバナーエレクトより2018-2019年度

の国際ロータリー会長テーマ、第2660地区の運営

・活動方針について、説明がありました。

　2018-2019年度　国際ロータリー会長テーマは

『BE THE INSPIRATION／インスピレーションにな

ろう』です。

　2018-2019年度　第2660地区の運営・活動方針

は次の10項目です。

①ポリオ撲滅への協力をお願い致します。　

②ロータリー賞の受賞を目指してください。　

③ロータリー財団と米山記念奨学会への協力をお

　願いします。　

④会員基盤を増強してください　

⑤ロータリーのIT化への協力と公共イメージ向上

　へのチャレンジをお願いします。　

⑥戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョンを

　策定してください。　

⑦新IM内の親睦と情報交換を推進してください　

⑧ハンブルク国際大会、地区大会、地区事業への

　積極的参加をお願いします。　

⑨『地区ロータリーデー』にご参加ください。　

⑩地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財務

　ルールの徹底を致します。

　当日の出席者は約200名で、池田くれはロータ

リークラブからは下記5名が出席いたしました。

　　田中隆弥 　IM第1組ガバナー補佐ノミニー

　　今井卓哉 　RYLA委員会委員

　　中西博之 　ロータリー財団委員会委員

　　奥山裕治 　社会奉仕委員会委員

　　坂田妙子 　米山奨学委員会委員

少し良いことがありました。

コメントなし

社会奉仕委員長会議の会場が長年
研修で行き慣れた社会福祉指導セ
ンターでした。片山がバナーが良
い会場だとおっしゃったとのこと
でした。

本日卓話です。

前回例会欠席。
明日誕生日34歳です。

おつかれさまです!!

鄭芝ｴｲさんがあと1カ月となりま
した。皆様宜しくお願いします。

昨日、長居競技場で大阪リレーマ
ラソン走ってきました。

長男が独立して家を出ました。
春から社会人です。

夫婦50％割引で、グレイテスト・
ショーマンをIMAXで見てきまし
た。歌もダンスも最高!!

岸添　広一　会長 …

豊中南ロータリークラブ…

吉井　順子　会員 …

正岡　　哲　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

冨田　博文　会員 …

北川　智司　会員 …

ニ コ ニ コ 報 告

合 計　32,000円　 累 計　776,000円



　　★1月15日の補正出席率が100％を達成しました★

　前々々例会 1月15日分のメークアップ　　　

　　岡本会員　1月 5日　第7回理事会出席

　　松室会員　1月 5日　第7回理事会出席

　  今井会員　1月 5日　第7回理事会出席

　　子安会員　1月26日　ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席　 

1498 回 1495 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 　4 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 19 名 22 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 3 名

Ｇ メークアップ数 4 名

出 席 率 　 ％ ７６.６７％ １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年2月19日  2018年1月15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　告卓　　話

　現在の最新のDSM-5における「精神疾患の分類」

によると、「神経発達症」が正しい名称になる。

　神経発達症は、

1．発症は、常に乳幼児期あるいは小児期である。

2．中枢神経系の成長に深く関係した機能発達の障

　 害である。

3．寛解や再発がない安定した経過である。

4．正常な発達期間が存在することはない。

5．遺伝的要因が原因として重要な役割を演じてい

   る証拠がある。

ということになる。

 現在、発見されている成人の発達障害は次の通り

である。

1．精神遅滞（知的障害）

2．自閉スペクトラム症

3．注意欠陥･多動障害（ADHD）

4．その他

   言語能力障害、学習障害、運動能力障害

となる。

　

発症率は、2013年の厚労省の発表によると、精神

遅滞は1％前後、自閉スペクトラム症1～2％、ADHD

は3～7％、学習障害は2～10％、運動能力障害5％

となる。

　治療に関しては、全て社会生活指導となるが、

ADHDのみは薬物療法が可能である。現在、成人に

対する薬物療法は、2種類の薬があり、私の使用経

験によると、約6割の人が症状が改善している。

今後の研究が待たれるところである。

「発達障害について」

正岡　哲　会員

Pick Up ロータリーの友
●ロータリーの友2月号推奨記事
2月は平和と紛争予防/紛争解決月間です。

《横組み》
平和の尊さを知り、伝える
P10　平和について考えるきっかけに
　鹿屋（かのや）市立鹿屋小学校6年　

　松坂琴さんの記事です。

戦争に立ち向かうロータリアンが主人公の映画
P15～16　映画「ニコラス・ウィンストンと669人の
　　　　　子どもたち」を鑑賞して
　佐世保中央RC　牛島義亮さんの記事です。

　本作の主人公ニコラス・ウィントンさんは、ロ

　ータリアンで、ロータリアン平和の殿堂にも選

　ばれた方です。

P26～27　2017-18年度　地区大会略報Ⅲ
　今回は、第2660地区が載っており、今井卓哉会

　員が満面の笑みで写真掲載されています。

第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。

P33～34（43～44）　出前授業で米山奨学生が活躍
　　　　　　　　　　大阪なにわロータリークラブ
　10月の米山月間にちなんで10月5日、クラブ社

　会奉仕活動の一つとして、会員9人が米山奨学

　生とともに大阪市立高津小学校を訪れ、6年生

　を対象に出前授業を行われた様子が書かれてい

　ます。


