
 本日は、ロータリーにおける重点分野とグロー

バル補助金について少しお話しをいたします。

　ロータリーは地域社会をなによりも大切にして、

各地域の特別なニーズに応える活動が実施されて

います。ロータリー会員は世界で最も支援が必要

とされる人道的ニーズは何かを考え、長期的な変

化をもたらすために、次の6つの分野に特に重点

を置いて活動しています。

　①平和と紛争予防／紛争解決　

　②疾病予防と治療

　③水と衛生　

　④母子の健康　

　⑤基本的教育と識字率向上　

　⑥経済と地域社会の発展

　奉仕プロジェクトを立案する際は、これらの分

野を意識することが奨励されています。

　そして、全てのクラブと地区は、グローバル補

助金を申請して、6つの重点分野の少なくとも一

つに該当する、持続可能かつ大規模な活動（人

道的プロジェクト、奨学金、職業研修チーム）

を実施でき、活動のモニタリングと評価を行う

ことが義務付けられており、各重点分野につい

て財団が定めた方針に基づく計画を申請時に立

てる必要があります。

　ロータリー財団は、地元や海外でのプロジェ

クトや活動のための補助金を、提供することで

世界に変化をもたらしています。
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　  平成30年3月12日 第1501回例会　№1500

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26日(月)

会長の時間  　　会長  岸添広一

3月12日(月)

クラブフォーラム②

ビ　ジ　タ　ー

担当 新田　耕平　会員

　山内　邦夫・静枝ご夫妻　

　　　昭和42年3月26日

　中西　博之・里子ご夫妻　

　　　平成27年3月21日

3月の結婚記念日

～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

「クラブ理事会と理事について」 例　会　休　会

①本日17時から、第9回理事会が開催されました。

②八尾ロータリークラブより、春のRYLA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（会長、幹事、今井委員長宛）。

③地区より、2018学年度米山奨学生オリエンテー

　ションのご案内が届いております（会長、田中

　委員長、坂田会員、石田会員、吉井会員宛）。

④地区ローターアクトより、2017-2018年度世界

　RACDAYのご案内が届いております（会長、幹事、

　今井委員長宛）。

幹　事　報　告

担当 子安　丈士　会員

菜の花のおひたし
焼き魚、穴子と野菜の天ぷら
香の物、ごはん、みそ汁

「ミネラルウォーターのはなし」



　　

ガバナー月信より

日時　2018年3月5日　17：00～18：00

場所　ラカーサヒデ  

理事数　12名      出席理事数　10名

審議事項

第1号議案　2018学年度米山記念奨学生受入れの件

　　　　 　鄭詩頴（テイ シエイ）さん（台湾国

           籍、大阪市立大学 商学部）を2年間受

           け入れる。

           カウンセラーには坂田会員、石田会員、

           吉井会員にお願いする。

           承認

第2号議案　3月5日1500回記念家族移動例会事業

           計画変更の件

　　　　　 承認

第3号議案　4月9日花見移動例会事業計画の件

　　　　　「ブリッジ」で焼肉をする

　　　　　 承認

第4号議案  5月20日家族移動例会事業計画の件

　　　　　 姫路へのバス日帰り旅行を計画。

           行程について再検討

           継続審議

第5号議案　2018-2019年度のための地区研修・協

           議会出席者承認の件

　　　　　 承認

第6号議案　台湾東部地震に対する地区義捐金募集

           の件

　　　　　 30,000円を拠出する。

           承認

第7号議案　中川部屋へ差し入れの件

　　　　　 承認

協議事項  
           第2回クラブ社会奉仕委員長会議につ

           いて

           危険ドラッグ撲滅・薬物乱用防止に

           ついてのDVDをメンバー全員で見る機

           会を設けたい。4月23日の服部会員の

           卓話に織り込む。

以上

ふりがな

氏　　名

たなか　たかや

田中　隆弥

たかはら　せいいちろう

髙原　誠一郎

さわだ　たけし

沢田　武司

はっとり　じゅんしょう

服部　潤承

いぬい　よしのり

乾　禎則

まつむろ　としゆき

松室　利幸

あおい　ひでひろ

青井　秀浩

いけだ　よしきよ

池田　吉清

いまい　たくや

今井　卓哉

よしい　じゅんこ

吉井　順子

さかた　たえこ

坂田　妙子

国際奉仕・
社会奉仕部門

ロータリー財団部門

ＳＡＡ

クラブ奉仕

米山奨学部門

国際奉仕

社会奉仕

クラブ研修リーダー

青少年奉仕部門

職業奉仕部門

会長・幹事部門

SAA・クラブ奉仕・
研修リーダー部門

幹事

部門名

会長

2018-19年度のための地区研修・協議会
出 席 者 名 簿

第9回理事会議事録

3月のお誕生日お祝い

ビ　ジ　タ　ー

鄭　　芝ｴｲ 様米山奨学生



　　

坂田　妙子

●日時  2018年2月24日（土)　17:30～20:00

●会場  千里阪急ホテル

●出席者

        ロータリアン 39名   指導教官    4名

        米山学友      6名   米山奨学生 29名

   2018年2月24日、千里阪急ホテル  西館   仙

寿の間にて、多数のロータリアン、米山学友、指

導教官出席のもと2017学年度米山奨学生  終了式

・歓送会が開催されました。

  17:00に登録が開始され、17:30地区米山奨学委

員会  廣瀬彰久委員の司会により来賓、地区役員、

委員紹介後地区米山奨学委員会  田中隆弥委員長

の挨拶により第一部 2017学年度  米山奨学生終了

式が始まりました。

  初めに国際ロータリー第2660地区 片山勉ガバ

ナーによる終了証書.記念品授与が行われ祝辞を、

いただきました。

  終了奨学生代表  池田くれはRC  鄭芝エイさん

より、米山奨学事業に感謝の謝辞があり記念撮影

後式典は終了しました。

  第二部歓送会では、国際ロータリー第2660地区  

山本博史ガバナーエレクトの激励の言葉で始まり

ロータリー米山記念奨学会副理事長  若林紀男パ

ストガバナーによる乾杯の発声で祝宴となりまし

た。

　若林パストガバナーより感謝状、記念色紙を各

クラブのカウンセラーに贈呈後、6クラブのカウ

ンセラーと奨学生が代表し感謝と送る言葉があり

ました。

　その後、米山奨学生学友会（関西）松田振興

直前会長の挨拶があり地区米山奨学委員会  岡

部倫正次年度委員長の閉会の挨拶がありました。

  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。

2017 学年度米山奨学生  終了式・歓送会   報告

例会 1500回を迎えて（家族例会）

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。

チャーターメンバー　長嶋貞孝

  1500回例会おめでとうございます。

  1500回例会を迎えられた会長岸添広一氏は、大

変なラッキーボーイだと思います。そのラッキー

をこの様な家族例会にされた事は大変良かったと

思います。会長がこのラッキーを会員全員に分か

ち与える、そして会員全員がラッキーになる、こ

れこそがロータリー精神だと思います。

  会長も段々ロータリアンが身に付かれて大変嬉

しく思います。　

  私は第1回目から1500回もこのすばらしい「池

田くれはロータリークラブ」に出席できた事はこ

の上もないラッキーであります。本当に1500回が

走馬灯のように頭の中を駆け巡ります。この間多

くの先輩が亡くなられ、又多くの友がロータリー

を去られました。その時程私は淋しく感じた事は

ありませんでした。

　私がこうしてロータリアンとして存在している

のは、健康であればこそですし、家族の支えがあ

っての事だと思っております。家族もロータリア

ンです。

  これから明るく楽しく皆様と一緒にロータリア

ンとして頑張って行きます。本当にありがとうご

ざいました。私は第1回目から20年間皆勤でした。
合 計　32,000円　 累 計　776,000円

親睦活動・出席・歌唱小委員会 委員長 乾禎則

  3月5日、豊中市曽根駅前のイタリアンレストラ

ン「la Casa hide」にて、1500回記念家族移動例

会が行われました。ご家族の皆さまにも数多くご

参加いただきました。

　1部では松室会員の司会により例会が行われ、

会長の時間、報告事項とともに、米山奨学金授与

（鄭さんは翌日お誕生日を迎えられるのでハッピ

ーバースデーを歌いました。）、3月のお誕生日

のお祝い、青井プログラム・会報広報雑誌小委員

会委員長から、過去の記念例会での思い出のお話

がありました。

　2部では冨田会員の司会で、長嶋会員による乾

杯のご発声により祝宴がスタート。ゆったりと絶

品のフルコースを味わいながら、元岡衛さん、

REIKOさんによります、ピアノとヴァイオリンの

ミニコンサートを鑑賞させていただきました。

  最後は、田中会長エレクトにお言葉をいただき

お開きとなりました。

1500回記念家族移動例会 報告



　前々々例会 2月5日分のメークアップ　　　

　　岡本会員　2月 3日　地区ロータリー財団補助金管理セミナー　出席
　　中西会員　2月10日　2018-19年度のための国際ロータリー第2660地区
                              地区チーム研修セミナー　出席

　 　 

1500 回 1497 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 　3 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 23 名 23 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ９０.００％  ９６.６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年3月5日  2018年2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)
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出　席　報　告ニ コ ニ コ 報 告

祝1500回記念例会ご参加ありがと
うございます。

毎週契約300週連続挙績達成しま
した。本日は親睦・プログラム委
員会ありがとうございます。

1500回記念例会おめでとうござい
ます。

1500回記念例会 目と口と舌と耳で
楽しんで下さい。

1500回例会バンザイ
移動例会ご苦労様です。

1500回記念お目出とう御座居ます

1500回記念例会おめでとうござい
ます。

1500回例会を祝して

芝ｴｲちゃんオメデトウ!!

1500回記念例会バンザーイ!

今日は1500回記念おめでとうござ
います。僕は1回目からです。
愛妻とお世話になります。

夫婦仲良く参加!!
うれしいことです!!そうだね～!

1500例会おめでとうございます。
今日は夫婦でお世話になります。

祝1500回例会

今日は楽しい一日です。有難うと
言いたいです。しかしロータリー
バッジ忘れました。

移動例会にて!!

奥山会員のお母様に子供を預かっ
ていただいて夫婦で参加していま
す。ありがとうございます。

夫婦で参加させていただきます。

1500回例会ばんざい!!

1500回例会おめでとうございます。

1500回お祝い!!

例会1500回記念おめでとうござい
ます。

1500回例会おめでとうございます。

1500回例会おめでとうございます。

1500回記念おめでとうございます。

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

田中　隆弥副会長 …

加藤　光祥副会長 …

藤原　史郎　会員 …

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 …

長嶋　貞孝　会員 …

山内　邦夫　会員 …

新田　耕平　会員 …

池田  吉清　会員 …

谷口　　浩　会員 …

奥村　雅一　会員 …

青井　秀浩　会員 …

乾　  禎則　会員 …

國司　真相　会員 …

子安　丈士　会員 …

東浦　　敬　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 …

合 計　43,000円　 累 計　837,000円

1500回記念家族移動例会PHOTO


