
   4月は母子の健康月間であります。

  世界では、疾病、栄養失調、医療の不備、不適

切な衛生設備が原因で毎年、5歳未満の子ども630

万人が亡くなっています。

　ロータリーは、予防ワクチンや、抗生物質を提

供するプログラムを支援し、抗レトロウイルス薬

や粉ミルクでの育児を奨励することで、母から子

へのHIV感染を予防することができます。また、

汚染水による下痢性疾患によって、栄養失調が悪

化するため”水と衛生”を改善して子どもの栄養

促進を図る運動も行なっています。

　世界では、避妊を望む女性のうち2億2,200万人

が安全で効果的な避妊法が利用できていません。

避妊教育や、避妊具の提供といったニーズを満た

すだけで妊婦の死亡率を3分の1近く減らすことが

できます。サハラ以南のアフリカでは39人に1人

の女性が妊娠中または出産による合併症で亡くな

っています。

　医療と研修を充実させることにより妊産婦の死

亡を80％防ぐことができるといわれています。

　医療従事者に出産に関する情報資料を提供し医

療従事者を対象とした、公認の研修プログラムを

我々ロータリアンが支援することによって、これ

らを防ぐことができます。
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　   平成30年4月2日 第1503回例会　№1502

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

4月16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

例会休会

　　　

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地区ロータリー財団委員会より、「池田くれは

　ロータリークラブこども移動動物園」最終報告

　書が委員会に受理され、正式に承認となった旨

　の通知が届いております（会長、幹事、中西委

　員長宛）。

②米山奨学生関西学友会より、米山教室のご案内

　が届いております（会長、幹事、田中委員長宛）。

③公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、

　カウンセラー委嘱状が届いております（坂田会

　員、石田会員、吉井会員宛）。

幹　事　報　告

担当 子安　丈士　会員

海鮮ちらし寿司
はまぐりのお吸い物

母子の健康月間

～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

山内　邦夫会員　昭和17年4月30日

藤原　史郎会員　昭和28年4月15日

沢田　武司会員　昭和37年4月14日

奥山　裕治会員　昭和40年4月 8日

乾　　禎則会員　昭和40年4月29日

東浦　　敬会員　昭和44年4月15日

乾　　貴子様　　　　　　4月29日

4月のお誕生日お祝い

目標100％!! マイロータリー登録
　新たに、山内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23名になり、登

録率が74.1％になりました。
（3月30日現在）



　　

第4回被選理事会議事録

青井秀浩

　3月24日、服部緑地公園内・レストランメイブー

ムにおいて、国際ロータリー第2660地区IM第1組フ

レッシュロータリアン研修交流会「50周年を迎えた

米山記念奨学会について学ぶ」が、豊中南ロータリ

ークラブのホストにより開催されました。

　当クラブからは、11名（沢田幹事、高原会員、

吉井会員、今井会員、青井会員、乾会員、子安会

員、坂田会員、奥山会員、冨田会員、北川会員）

が参加しました。第1組の中では最も多い参加者数

でした。

　最初に開催趣旨説明として、国際ロータリー第

2660地区第1組熊澤一郎ガバナー補佐のご挨拶があ

り、講師として田中隆弥地区米山奨学委員会委員

長が「米山記念奨学制度について」講演をされ、

米山奨学生の鄭 芝ｴｲさん、米山奨学生カウンセラ

ーとして坂田会員、吉井会員、米山学友の鍾 允順

さん同じく米山学友の韓 妍嬌さんがスピーチをさ

れました。

　最後に国際ロータリー第2660地区片山勉ガバナ

ーに講評をいただき、昼食・交流会の後閉会とな

り、IMロータリーデーへ参加される方はそちらへ

と向かいました。

フレッシュロータリアン研修交流会　報告

　沢田武司

　3月24日、服部緑地において、2017-2018年度国

際ロータリー第2660地区第1組IMロータリーデー

が、豊中南ロータリークラブのホストにより開催

されました。

　当クラブからは、9名（岸添会長、沢田幹事、高

原会員、青井会員、國司会員、子安会員、奥山会

員、冨田会員、北川会員）が参加しました。

　「地域社会に良いことをしよう」をテーマに、

まず「環境に対するロータリーの良心の実践」と

して、円形花壇周辺に9本の桜を記念植樹。片山ガ

バナー、熊澤ガバナー補佐、そして1組の各クラブ

がそれぞれ木を植え、当クラブの木も1本植樹され

ました。

　その後、「ロータリークラブの認知度の向上」

を図るべく、大阪音楽大学による春一番コンサー

トが開催されました。一般市民も含め多くの観客

が、最高の天気に恵まれた春の陽気のなか、管楽

器や打楽器のすばらしい音色に酔いしれました。

(1)
　
年間スケジュールについて
次年度プログラム・会報広報雑誌小委員会委
員長は、冨田会員の転勤に伴い、服部会員が
兼任する予定。年間スケジュールについては
別添資料の通り、年間35回の例会を予定して
いる。例会外親睦会については流動的であ
る。

各奉仕活動委員会　事業計画及び予算案につ
いて
○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。
誕生日には会員とその配偶者へ3,000円相当の
記念品を贈呈予定、結婚記念日の記念品贈呈
はカットする予定。5回の例会外親睦会につい
ては別添資料の通り予定している。次年度が
始まるまでに日程を確定してほしい。なお、
例会外親睦会はメークアップ扱いとする予
定。
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事業計画案及び予算案
が提出された。週報については事務局でプリ
ントアウトして予算削減をしたい。
○職業奉仕委員会から、事業計画書案及び予
算案が提出された。次年度は職場見学をしな
い予定。
○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。
（株）ムーヴに土俵及び会場設営を委託す
る。検討事項として、土俵の砂をどうする
か、消防の許可について、ポスターをどこに
貼るか、など。
　グッズ、飲み物販売スペース提供代とし
て、6万円ずつ徴収する。
○国際奉仕員会から事業計画案及び予算案が
提出された。
台北老松ロータリークラブと友好クラブもし
くは姉妹クラブ締結を予定している。
ミャンマーへ使用済みランドセル配送と現地
での贈呈式予定（現在20個ほど集まってい
る）。
　米山奨学生の受け入れに伴う予算案も提出
された。
○青少年奉仕委員会から、活動計画及び予算
案が報告された。
　スマイルキャンプについては計画通りに進
んでいる。
　青少年交換プログラムへの取り組み及びイ
ンターアクトクラブの提唱を検討している。
　詳細は次回被選理事会において説明予定。
○SAAから次年度の食事形態について。
　次回被選理事会で、進捗状況を報告予定。

　平成30年秋巡業大相撲興行契約締結について
3月21日に契約を締結し、翌日に手付金216万
円を入金済み。
　プレス発表は、5月9日　15時より　それ以
降は前売り販売、それ以前は先行予約を受け
付ける。

日時　2018年3月26日　17：00～

場所　ブリッジ

理事数　11名　出席理事数　10名

協議事項　

IMロータリーデー 報告

(2)

報告事項



　　

歓送迎会PHOTO

一気に暖かくなりましたネ。
桜開花が早いです。

冨田さん1年半ありがとうござい
ました。横浜に行かれても健康に
留意して頑張って下さい。

欠席おわび

とうとう桜　咲いてしまいました
ね!!この春巣立つ皆さんおめでと
うございます。

吉井さん、いつもアリガトウ!!

おつかれさまです!!

桜さきました。きれいですね。

本日卓話です。よろしくお願いし
ます。

欠席おわびいたします。

鄭さんに一年間優しいお言葉をい
ただきありがとうございました。

冨田さんお疲れ様でした。横浜に
行ってもがんばって下さい。

横浜に転勤となりました。短い間
でしたが、大変お世話になりあり
がとうございました。

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

服部　潤承　会員 …

吉井　順子　会員 …

池田　吉清　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

子安　丈士　会員 …

國司　真相　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

冨田　博文　会員 …

ニ コ ニ コ 報 告

合 計　32,000円　 累 計　776,000円

合 計　24,000円　 累 計　892,000円

歓送迎会PHOTO



　前々々例会 2月26日分のメークアップ　　　

　　石田会員　3月7日　ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席　 

1502 回 1499 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 4 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ９３.３３％  ９６.６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年3月26日  2018年2月26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

　私たちは、ミネラルウォーターを購入するよう

になったのはつい最近のことと認識しておりまし

たが、ヨーロッパでは、良い水は貴重なものと認

識されており、古くからミネラルウォーターは普

及しておりました。日本のミネラルウォーターの

歴史も意外に古く、1899年に今の西宮市の布引鉱

泉所で製造が開始されたと記録されております。

 そこから、1980年代にウィスキーの割材として急

速に普及し始め、その後、1990年ごろから、家庭

用にも普及していきました。

　清涼飲料におけるミネラルウォーターは、現在

炭酸飲料に次ぐ市場規模になっており、年々増加

しております。今後もさらなる増加が見込まれて

おります。

　一方で、ヨーロッパのミネラルウォーターは、

日本のミネラルウォーターとは規格が異なり、ナ

チュラルミネラルウォーターは殺菌を含む一切の

加工が認められておりません。その厳しさから、

商品トラブルのリスクも高い側面があると思われ

ます。

　「ミネラルウォーターの話」

子安　丈士　会員

2018学年度米山奨学生カウンセラー委嘱状授与

～　月間によせて　～

ビ　ジ　タ　ー

米良 朗子  様

台北東海RAC
関口 大樹  様

米山奨学生
鄭　芝ｴｲ 　様

米山学友
韓　妍嬌 　様

三井住友信託銀行池田支店長


