
　3月は水と衛生月間であります。

世界では、衛生的なトイレや水設備が利用できない

人が25億人います。衛生設備や安全な水の欠如が

原因となり、毎日1400人の子どもが命を落としてい

ます。アフリカの僻地に住む女性たちの中には毎日

6時間かけて水を汲みにいかなければならない人々

がいます。きれいな飲み水が利用できない人は7億

4,800万人います。

　きれいな水と衛生設備の利用は、すべての人がも

つべき権利・・・。　しかし、汚染水で病気になる

人や命を落とす人が後を絶ちません。未来を担うは

ずの子どもたちは、水汲みなどの労働によって学校

に通えず、つらい境遇を強いられいます。

　ロータリーの活動は、井戸を掘るだけではありま

せん。きれいな水と衛生設備を提供したうえで、衛

生や伝染病予防に関する教育も行うことで、コミュ

ニティ全体の生活を改善し、子どもの通学率をたか

めています。また、世界各地の人々と協力して教員

研修やカリキュラム作成を行うだけでなく、家庭と

学校の水・衛生設備の改善を通じて、子ども（特に

女子）への教育を改善しています。

　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26日 第1502回例会　№1501

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

4月2日(月)

花見例会

ビ　ジ　タ　ー

担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会

～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

①地区より、クラブ職業奉仕新旧委員長会議のご

　案内が届いております（高橋委員長、松室次年

　度委員長宛）。

②地区より、2018年JAPAN RYLAセミナーのご案内

　が届いております（会長、今井委員長宛）。

③来週3月19日は例会休会です。

④本日、4月度の例会出欠と5月の家族移動例会、

　3月26日テイさん・韓さん歓送会の出欠の回覧

　をいたします。

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」

～月間によせて～

担当 石田　貴子　会員

ＢＢＱ

プログラム・会報広報雑誌小委員会

4月9日の花見例会は、ブリッジにて18：30より行います。



　　

　決められた時間に始まって決められた時間に終

わるというのは何もロータリークラブに限ったこ

とではなく、私たちの日常でも仕事でも常に心掛

けなくてはならない時間管理ではあります。しか

し言うは易く行うは難しのことわざ通り、なかな

か難しいことであります。時間だけではなくルー

ルや決まりを守ることは容易ではありません。

　私たちロータリアンは常にロータリーバッジを

襟元につけて外出し人に会い仕事をしているので

あります。ロータリークラブは自分自身を律する

という訓練が出来るまたとない集団と言うことが

出来ます。

　さて、クラブには、会員の中から理事が選出さ

れ理事会が構成されています。

「ロータリークラブ定款第13条 理事及び役員及

び委員会」にはこのように書かれています。

第1節　管理主体　

       本クラブの管理主体は、細則の定めると

       ころによって構成される理事会とする。

第2節　権　限　　

　　　 理事会は全役員および全委員会に対して

       総活的管理権を持つものとし正当な理由

       がある場合は、そのいずれをも罷免する

       ことができる。

第3節　理事会による最終決定

       クラブのあらゆる事項に関する理事会の

       決定は最終的なものであって、クラブに

       対して提訴する以外にはこれを覆す余地

クラブ研修リーダー　新田耕平

ロータリークラブに於ける理事会と理事の心得

「クラブ運営に積極的に関わろう」

卓　　話        はない。しかしながら、会員身分の終結

　　　 の決定に関しては、会員は第15条第6節規

       定に従って、クラブに提訴するか、調停

　　　 または仲裁に訴えることが出来る。この

       ような提訴の場合、提訴の対象となった

　　　 決定は理事会が指定した例会に於いて、      

       その出席会員の定足数の出席を得て、そ

       の出席会員の３分2の投票によってのみ、

         覆すことができる。もし提訴が行われた

　　　 場合はクラブの決定が最終決定となる。

第4節　役　員　　 

       クラブの役員は、会長、直前会長、会長

       エレクト、幹事、会計とし、1名または数

       名の副会長を役員に含めることができ、

       これら全員を理事会メンバーととする。

       また会場監督も役員であるが、細則の定

       めるところに従って、理事会のメンバー

       とすることができる。クラブ役員は定期

       的に衛星クラブ（※）の例会に出席する

　　　 ものとする。　

　というようにロータリークラブはロータリー独

特の様々な規定が存在します。その規定、ルール

に則って理事会は運営されます。以前にもクラブ

幹事についてお話ししましたが、私たちが社会生

活を営んでいくうえで、また会社の組織や運営で

もロータリーならではの考え方があります。

  私たちが入会したころと比べると3年に1回開催

される規定審議会等を経て規定も考え方も大きく

変わってきました。クラブ理事会のあり方もその

一つでありますが、今や理事会の裁量や権限は大

変大きなものとなっています。従ってその理事会

を構成する理事の役目はますます重要となってお

ります。

　その理事会を構成する理事の役目はますます重

要となっております。

※　衛星クラブとは
　衛星クラブとは、ロータリークラブ設立のため

の手段のひとつです。衛星クラブは、本格的な独

立したロータリークラブとなるまでの短期間の移

行的形態です。これにより、正規のロータリーク

ラブ設立に必要な最低20名の創立会員がいなくて

も、衛星クラブを通じてロータリアンとなる機会

が与えられます。また、例会を欠席したロータリ

アンは、衛星クラブの例会でメークアップするこ

とができます。

MYROTARYより



　　

田中隆弥

日　時　2018年3月3日(日)　13：00～17：00

会　場　大阪国際会議場10階1003号室

出席者　G,PG,GE,GN,GND　15名

　　　　AGE,AGN　12名

　　　　次年度地区幹事団、次々年度地区幹事団、

　　　　次年度地区委員長　36名

　　　　会長エレクト　81名（1名欠席）

　2018年3月3日、大阪国際会議場にて、2018-19

年度のための会長エレクト研修セミナー（PETS）

が開催されました。当該セミナー出席はクラブ会

長就任の為の必須条件です。必ず会長エレクト自

身が出席しなければなりません（標準ロータリー

・クラブ定款第10条第5節）。

　13：00片山勉Gの開会点鐘、山本博史GEによる

2018-19年度RI会長テーマ、第2660地区運営・活

動方針の発表の後、予算案の概要説明、地区組織

・地区行事他説明、休憩をはさんで2017-19決議

委員会・規定審議会の説明、次年度地区のR財団

委員長、米山奨学委員長、広報・情報・公共イメ

ージ向上委員長、青少年交換委員長、RYLA委員長

からの報告、岡部泰鑑PGによるクラブ会長の役割

についての講演、地区大会のPRと続き、17：00閉

会点鐘となりました。

　2018-19年度RI会長はバリー・ラシン氏（イー

ストナッソーRC　バハマ、ニュープロビデンス島）、

会長テーマはBE　THE　INSPIRATION（インスピレ

ーションになろう）です。

　2018-19年度：ロータリーの目標

優先項目1「クラブのサポートと強化」に関す　

る目標

　1.現会員を維持する

　2.クラブの会員数を増やす

　3.新クラブを結成する

　4.女性会員、40歳未満の会員、ロータリーに入

　　会するローターアクターの数を増やす

優先項目2「人道的奉仕の重点化と増加」に関す

る目標

　5.ポリオ撲滅活動への現金寄付と地区からの　

　　DDFを増やす

　6.DDFを利用した地元や海外での地区補助金な

会長エレクト研修セミナー（PETS）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。

　　らびにグローバル補助金を増やす

　7.インターアクトとローターアクトが地元のRC

　　や地域社会と一緒に奉仕プロジェクト（環境

　　関連のプロジェクトを含む）に参加するよう

　　促す

　8.年次基金への寄付を増やし、2025年までに20

　　億2500万ドルの恒久基金を達成する

優先項目3「公共イメージと認知度の向上」に関

する目標

　9.ポリオ撲滅におけるロータリーとロータリア

　　ンの役割の周知を図る

 10.ロータリーへの認識を高め、「世界を変える

　　行動人」キャンペーンを推進する

 11.ロータリーショーケースとアイデア応援サイ

　　トを利用したり、クラブ史を記録することで

　　RCのプロジェクトに対する認識を高める

　2018-19年度　地区方針

　①ポリオ撲滅への協力をお願い致します

　②ロータリー章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

　　年次基金寄付150ドル/会員、

　　ポリオ寄付50ドル/会員

　　ベネファクター（恒久基金寄付）1名/クラブ

　　米山寄付30,000円/会員

　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』に御参加ください

　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

　山本GEは最後に、「クラブ会長の責任は大変重く

ご苦労も多いと思いますが、会長の熱意によって

クラブは変わります。元気な素敵なクラブには素

晴らしい会長、パスト会長が必ずいます。皆様の

これからのご活躍、そして各クラブが益々魅力あ

る個性的な元気なクラブになられますことを祈念

しております。」とスピーチを締めくくりました。



　★7名の方にメークアップをしていただき、2月19日

　　の補正出席率が100％を達成しました。

　前々々例会 2月19日分のメークアップ　　　

　　沢田会員　2月 5日　第8回理事会出席

　　松室会員　2月 5日　第8回理事会出席

　　田中会員　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

　　今井会員　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

　　岡本会員　3月 5日　第9回理事会出席

　　高橋会員　3月 5日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

　　子安会員　3月 5日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

　 　 

1501 回 1498 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 　7 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 21 名 19 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 7 名

出 席 率 　 ％ ８３.３３％ １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年3月12日  2018年2月19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

ニ コ ニ コ 報 告

あたたかくなってきましたネ!!

庄田さん、ようこそお越しいただ
きました。入会を心待ちにいたし
ております。

欠席お詫び

女性のお客さま達大歓迎です!

結婚記念日にて!!

クラブフォーラムよろしくお願い
します。

3月21日 3回目の結婚記念日です。

おつかれさまです!!

やっと仕事のめどがつきました!
今日はよゆーだ!!

庄田さん、ようこそ

欠席お詫び

ギックリ腰になりました。

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

田中　隆弥副会長…

吉井　順子　会員 …

山内　邦夫　会員 …

新田　耕平　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

乾　　禎則　会員 …

子安　丈士　会員 …

冨田　博文　会員 …

合 計　31,000円　 累 計　868,000円

●ロータリーの友3月号推奨記事

3月は水と衛生月間です。

3月13日を含む1週間は、世界ローターアクト週間

です。

《横組み》
P8～15　特集　水と衛生月間
各ロータリークラブが世界各地で、水環境を整え

ている様子が書かれています。水道をひねれば当

たり前のように綺麗な水が出てくる日本は本当に

恵まれた環境であると痛感します。

P16～20　ローターアクトからロータリーへ
池田くれはロータリークラブにも3名ローターアク

トクラブ出身者が在籍しておりますが、かつての

ローターアクターが今はロータリアンで活躍され

ている方が6名紹介されています。ロータリアンに

憧れ、将来はロータリークラブに入りたいと思っ

てくれる若者が一人でも増えればと願います。

第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。
P14　特集　水と衛生月間　台湾
台中ロータリークラブと東大阪ロータリークラブ

がグローバル補助金を活用して簡易水道を整備す

る事業を実施された様子が書かれています。

P19（66）下段　私の一冊
池田くれはロータリークラブ会員の家族として、

青井奈緒さんの記事が掲載されています。

Pick Up ロータリーの友

ビ　ジ　タ　ー

鄭　　芝ｴｲ 　様米山奨学生

庄田佳保里 　様

　　 鄭さん
バレンタインデー
ありがとうござい
ました。


