
  本日の祝1500回記念例会を、迎えるにあたり、

会員の皆様の御協力、またそれをいつも支えて頂  

いている御家族の皆様のおかげであると感謝いたし

ております。

 また、本日は多数の御家族の皆様、ようこそお越

しくださいました。心より歓迎申し上げます。

　池田くれはロータリークラブの創立は1984年（昭

和59年4月16日）に池田RCからの移籍組14名を含む、

総勢41名のチャーターメンバーでスタート致しまし

た。

 親クラブである池田RC創立30周年記念拡大事業と

して、現在我がクラブの岡本会員の御実父である

故岡本直文池田RC会長のもと、拡大委員会が組織

され、池田会員の御実父であり、現在は退会され

ておられますが、初代会長に池田栄吉氏が就任され

ました。以後、今日まで池田くれはロータリークラ

ブの在籍されたメンバーは総勢135名であります。

　現在、在籍チャーターメンバーは長嶋貞孝会員、

新谷秀一会員、山内邦夫会員、正岡  哲会員の4名で

はありますが、これからも健康に留意し末永く在籍

してご活躍され、若き会員達に御指導頂きます様、

よろしくお願いいたします。

　後程、本日の祝1500回記念例会にふさわしい催し

物を、親睦委員会、プログラム委員会により企画し

ていただいております。

　それでは、ごゆっくりおくつろぎ下さい。
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　  平成30年3月5日 第1500回例会　№1499

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

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

担当 新田　耕平　会員

米山奨学生　 鄭　芝ｴｲ 　様

「」

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）

　　　

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

「クラブ理事会と理事について」 例　会　休　会

幹　事　報　告

①大阪北梅田ロータリークラブより、2018-2019     

  年度IM1組ガバナー補佐クラブ訪問スケジュー

  ルが届いております（田中会長エレクト、高原

  次年度幹事宛）。

②地区ロータリー財団委員会より、2018-2019年

  度地区補助金申請受付開始のお知らせが届いて

  おります（会長、幹事、中西委員長、岡本委員

  長、吉井委員長宛）。

③地区より、平成29年度大和川・石川クリーン作

  戦のご案内が届いております。詳細は「大阪府
　大和川・石川クリーン作戦」ホームページをご
  確認ください（会長、幹事宛）。

④来週3月5日は、1500回記念家族移動例会です。

⑤3月のロータリーレートは108円です。



　　

ガバナー月信より

第3回被選理事会議事録

日時　2018年2月26日　17：00～

場所　ブリッジ

理事数　11名

出席理事数　10名

審議事項
第1号議案　2018-19年度のための地区研修・協議

           会への出席者について

　　　　   代理出席を含めて別添資料の通り。

　         出席者は報告書を提出すること。

　　　　　 承認（3月の理事会へ上程）

第2号議案　2018学年度米山奨学生受入れについて

　　　　   鄭詩頴（テイシエイ）さん（台湾人

　         大阪市立大学在籍）を受入れる。

　　　　   カウンセラーには2年間、坂田会員、

           石田会員、吉井会員の3名にお願いする。

　　　　　 承認（3月の理事会へ上程）

協議事項　　

　　各奉仕委員会の事業計画及び予算案について

　　2月、3月、4月の3回の被選理事会において全

　　奉仕委員会の事業計画及び予算案についてヒ

　　アリングを行う。

   ・クラブ奉仕委員会から、親睦活動・出席・  

　　歌唱小委員会予算案が出された。次回予算案

　　修正後事業計画とともに提出する。同じくク

　　ラブ奉仕委員会から、プログラム・会報広報

　　雑誌小委員会予算案が提出された。年間行事

　　予定案は来月提出予定。

　・SAAから、予算案が提出された。次年度の食

　　事形態についてはブリッジと打ち合わせ予定。

　・職業奉仕委員会から、予算案が提出された。

　　次年度は35周年ということで、どこかの委員

　　会とコラボをして行事をしたい。

　・社会奉仕委員会から、大相撲池田くれは場所

　　についての概要・予算案が提出された。田中

　　会長エレクトと松室35周年実行委員長が3月6

　　日に日本相撲協会巡業部及び(株)ムーヴと五

　　月山体育館で打ち合わせ予定。

　・青少年奉仕委員会から、スマイルキャンプに

　　ついての予算案が報告された。事業計画は次

　　回提出予定。

●3月号推奨記事

P1～2　  ガバナーメッセージ　
　　　　 水と衛生月間によせて

P3　　　世界ローターアクト週間にちなんで

P4　　　第2回クラブ国際奉仕委員長会議  報告
　　　　 岡本　厚国際奉仕委員会委員長　出席

P4　　　第2回クラブ社会奉仕委員長会議  報告
　　　　 吉井順子社会奉仕委員会委員長　出席

P6～7　  国際協議会 報告
　　　　 山本ガバナーエレクトが出席された国

　　　　 際協議会の様子、2018-19年度 RIのロ

         ータリーの目標が掲載されています。

P4　　　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　　　　 財団設立50周年記念式典 報告
　　　　 田中隆弥地区米山奨学委員会委員長の

　　　　 記事です。

P4　　　地区ロータリー財団補助金管理セミナー
　　　　  報告
　　　　 田中隆弥　　会長エレクト　出席

　　　　 岡本　厚　　会長ノミニー　出席

　　　　 高原誠一郎　次年度幹事　　出席

　　　　 乾　貞則　　次年度会計　　出席

P17～18    米山奨学委員会/ロータリー財団
　　　　 ベネファクター　中西博之会員

P23　　   2018年1月度 会員数・出席報告
　　　　 1月度IM1組で出席率がトップです。

P24　　   MYROTARY登録状況
　　　　 71.0％にアップし、IM1組で登録率が

　　　　 トップになりました。

・国際奉仕委員会から予算案が提出された。次年

  度の計画としては、台湾のRCとの姉妹締結、ミ

  ャンマーへリサイクルランドセルの寄贈を考え

  ている。

報告事項
（１）ガバナー公式訪問の件

　（池田くれはRC　池田RC　合同例会）について

　　11月7日（水）12：30～13：30

　　池田商工会議所2階で行う予定。

（２）ガバナー補佐訪問の件

以上



　　

ガバナー月信9月号より

財団設立50周年記念式典 報告 話がありました。阿部氏は幼少期、米山梅吉翁と

は家族ぐるみの付き合いをする間柄でした。阿部

氏の父阿部義宗氏は初等教育の大切さを提唱し、

その重要性に共感した交友の米山梅吉・はる夫妻

が私財を投じて現在の青山学院初等部の前身であ

る緑岡小学校が開校されました。とても素晴らし

い講話でした。

　その後、ロータリー米山記念奨学会に対し、長

年にわたる多大な寄付をされた坂本精志氏（名古

屋名東RC）夫妻が特別表彰され、2017-19年度RI

石黒慶一理事の乾杯の発声で祝宴となりました。

　最後にロータリーソング「手に手つないで」を全

員で合唱し、大盛況のうちに閉会となりました。　

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

田中隆弥

日　時　2018年2月4日(日)　10：30～14：30

会　場　グランドニッコー東京　台場

出席者　ロータリー外の特別参加者23名

        ロータリアン（含む家族）456名

        米山学友・米山記念奨学生（含む家族）

        196名

        登録外ボランテイア7名

　2018年2月4日、グランドニッコー東京　台場に

て、ミャンマー連邦共和国特命全権大使他22名の

来賓、元RI会長他多数のロータリアンとその家族、

さらには世界中の米山学友とその家族の出席のも

と、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会財団

設立50周年記念式典が開催されました。第2660地

区からは、片山勉G、大谷透PG、岡部泰鑑PG、松

本進也PG、山本博史GE他ロータリアン13名が出席

しました。

　9：30に登録が開始され、10：30塙東男50周年

記念委員長の開会挨拶で第1部フォーラムが始ま

りました。公益財団法人ロータリー米山記念奨学

会小沢一彦理事長の挨拶の後、2016-18年度RI斎

藤直美理事と東京RC森田富治郎会長の祝辞、オー

プニングビデオ上映と続きました。

　50周年記念式典フォーラム『世界に平和の種を

まく』～米山記念奨学事業、未来への提言～のフ

ァシリテーターは高野孫左ヱ門50周年記念委員、

パネリストはいずれも米山学友の陳思乾氏（台北

東海RC元会長、台湾米山学友会第三代理事長、世

話クラブ大阪淀川RC）、全炳台氏（セソウルRC元

会長、韓国米山学友会第五代会長、世話クラブ仙

台北RC）、林小微氏（2006-08年度米山奨学生学

友会（関西）会長、世話クラブ和歌山東RC）、ジ

ャンチブ・ガルバドラッハ氏（フレーRC元会長、

モンゴル米山学友会創立会長、世話クラブ山形北

RC）、于咏氏（愛知REC創立会員、第二代よねや

ま親善大使、世話クラブ名古屋中RC）でした。パ

ネリストへのアンケートから導き出されたキーワ

ード奉仕、成長、行動、ネットワーク、恩返し、

架け橋に沿って討論され、未来への提言は、奨学金

の基盤強化、学友会の活性、公益法人としての成果

累積となり、大変有意義なフォーラムでした。

　第2部祝賀会は、第2660地区PG若林紀男公益財

団法人ロータリー米山記念奨学会副理事長の開宴

挨拶で始まり、小沢一彦理事長の挨拶の後、神奈



　　★1月22日の補正出席率が100％を達成しました★

　前々々例会 1月22日分のメークアップ　　　

　　奥村会員　1月15日　大阪船場ロータリークラブ例会出席

　　石田会員　2月 3日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

　 　 

1499 回 1496 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 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 24 名 24 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 3 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ９３.３３％ １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年2月26日  2018年1月22日

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

2

国際奉仕委員会事業について 

　

  

出　席　報　告卓　　話

～月間によせて～

「国際交流と国際貢献」

岡本　厚　会員

ニ コ ニ コ 報 告

良い事がありそうです!

会社の年間優秀営業マン表彰に入
賞いたしました。15回目です。
欠席おわび

SAAから目標予算額にむかってニ
コニコ宜しくお願い致します。

欠席おわび

欠席おわび

芝ｴｲさん　終了式ほんとうにおめ
でとうございました。

欠席お詫び

少し春らしくなりましたね!!

欠席おわびします。

奨学生終了式にて鄭芝ｴｲさんが謝
辞を立派に務めあげました。

テイちゃん、ロータリークラブ奨
学生終了式での謝辞、おつかれさ
までした。

長男が春から社会人、学費と仕送
りがなくなり、新車を検討してい
ます。

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

服部　潤承　会員 …

松室　利幸　会員 …

岡本　　厚　会員 …

吉井　順子　会員 …

今井　卓哉　会員 …

奥村　雅一　会員 …

子安　丈士　会員 …

坂田　妙子　会員 …

冨田　博文　会員 …

北川　智司　会員 …

合 計　18,000円　 累 計　794,000円

奥村　雅一　会員　昭和46年3月25日

高橋　智子　様　　        3月 6日 

加藤　順子　様　　        3月 8日

3月のお誕生日お祝い

水と衛生月間 リソースのご案内

　3月の月間によせてのリソースをご案内させて

いただきます。

<出版物/商品>

●ロータリーの重点分野　（電子版のみ）
https://my.rotary.org/ja/document/rotarys-areas-focus
　ロータリーの6つの重点分野に関する情報を簡

　潔に解説したカラーパンフレットです。各分野

　のプロジェクト例について紹介しています。

　水と衛生に関する情報は8-9ページをご参照く

　ださい。

●水と衛生　ピン
https://shop.rotary.org/end-polio-now-pins-988-609
　水と衛生分野プログラムへのサポートを表明す

　るための、マグネット仕様の襟ピンです。

<映像資料>

●世界でよいことをしよう：きれいな水の提供 
https://vimeo.com/35644901
　ロータリーと協力団体が、ペルーで汚染された

　川の水を飲んでいた約5,000件の家庭に浄水フ

　ィルターを提供する様子の紹介です。


