
　本日は待ちに待った花見移動例会です。

　例年になく今年は桜の開花が早く、池田市内の

桜もほとんど散ってしまいましたが、今宵は今大

流行の、”エアー花見”であります。一週間まえ

の桜の余韻を楽しみながら大いに盛り上がりまし

ょう!!

　そして本日は新しい米山奨学生である、鄭　詩

頴さんが例会に初参加してくれています。ようこ

そいらっしゃいました。池田くれはロータリーク

ラブ全メンバーがお待ちしておりました。”大歓

迎いたします。”鄭　詩頴さん、どうぞゆっくり

おくつろぎ下さい。　　

　これより2ヶ年間皆様の御支援のもと、坂田会

員、石田会員、吉井会員、3名のカウンセラー中

心に御協力の程宜しくお願い致します。

　さて先月3月3日はPETS（会長エレクト研修セミ

ナー）が開催され田中会長エレクトが出席し、ガ

バナーエレクトによる次年度の運営・活動方針等

も発表されています。

　また、4月7日（土）は大阪国際会議場にて、

2018ー2019年度のための地区研修・協議会が開

催され、次年度に向けて事業計画等も着々と進

んでおります。

　我がクラブからは全7部門の出席義務者または

その代理の会員が全員出席いただきました。

　ありがとうございます。宜しくお願い致します。
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4月16日(月)

会長の時間  　　会長  岸添広一

4月23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本日17時から、第10回理事会が開催されました。

②国際ロータリーより、2018年ロータリー国際大会
におけるクラブ信任状と投票代議員カードが届いて
おります（会長、幹事宛）。

③地区ローターアクトより、2017-2018年度地区年次
大会本登録のご案内が届いております（会長、幹事
宛）。

④3月24日（土）に行われたフレッシュロータリア
ン・IMロータリーデーにおいて、豊中南RCの会長・
幹事・IMロータリーデー実行委員長より、多数の会
員にご参加いただいたことに対してお礼状が届いて
おります（会長・幹事宛）。

⑤4月のロータリーレートは1ドル104円です。

幹　事　報　告

担当 子安　丈士　会員

サラダ
クラブハウスサンドイッチ
チリコンカンスープ

「ダメ、ゼッタイ」

担当 服部　潤承　会員

ＢＢＱ

プログラム・会報広報雑誌小委員会

新谷　秀一・秀子   ご夫妻　昭和36年4月29日

岸添　広一・多都留 ご夫妻　昭和56年4月 5日

東浦　　敬・典子   ご夫妻　平成 6年4月16日

青井　秀浩・奈緒   ご夫妻　平成14年4月29日

4月の結婚記念日お祝い



　　

第10回理事会議事録

坂田妙子

●日　時  2018年3月3日（土)17:30〜20:30

●会　場   KKRホテル大阪

●出席者      ロータリアン 　34名

  米山学友 (含む家族)34名

  米山奨学生   　19名

　

　2018年3月3日、KKRホテル14階オリオンの間にて

多数のロータリアン、米山学友、奨学生出席のも

と米山感謝祭が開催されました。

  17:30に受付が開始され、18:00米山奨学生学友会

(関西）ディネス　シュレスタ会長の開会挨拶によ

り感謝祭が始まりました。

　初めに、国際ロータリー第2660地区片山勉G、山

本博史GE、塩谷眞治地区代表幹事、泉博朗PG、溝

畑正信地区学友委員長の紹介後、地区委員紹介が

ありました。

　その後国際ロータリー第2660 地区 片山勉Gによ

る乾杯の発声で祝宴となりました。奨学生による

写真のスライドショーから始まり、グループ対抗

のアトラクションとしてゲーム大会が行われまし

た。

　その後、動画のスライドショー、奨学生による

合唱(花咲く頃)を披露いただき、ロータリアンへ

の感謝の意をたくさん感じる事が出来ました。

　学友会そして奨学生の方々の企画である感謝会

は素晴らしいものでした。

   閉会の言葉として米山感謝祭実行委員長 ジョン   

ミンチャン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

員に合唱し、大盛況のうちに閉会となりました。

米山感謝祭　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。

えだい

第1号議案　

5月20日家族移動例会事業計画の件

明石・魚の棚商店街と姫路城への日帰りバス旅行

を実施する

●参加人数について最終確認を取るように

　米良会員・鄭さん（新）・鄭（旧）はどうか？

●青井会員の長男さんの登録料について　

　4/1～中学生　大人12,800円

　6,000円→8,000円（配偶者）と同じ

●ホテル→姫路城の移動　

　バスor個別にタクシー　確認

継続審議

姉妹クラブ締結に向けて台湾訪問の件

台北老松（タイペイラオソン）RCにしぼって、友

好クラブまたは姉妹クラブ締結に向けて進める

承認

3月5日1500回記念家族移動例会事業報告の件

承認

新会員入会の件

入会手続きを進める

承認　　1週間の猶予の上、来週　入会予定

日　　時　  2018年4月2日　17：00～18：00

場　　所　  ブリッジ

理 事 数　  12名    

出席理事数　9名

審議事項　

4月のお誕生日お祝い

えだい

第2号議案　

えだい

第3号議案　

えだい

第4号議案　



　　

第2660地区のクラブの掲載をご紹介します。

P13　特集　メークアップのすすめ　
　　　クラブへの愛着と積極的なメークアップ
　大阪ロータリークラブのメークアップの様子が

書かれています。

P30（39）ロータリーアットワーク　
　　　　その子の「生きる」を支える　
　　　　大阪リバーサイドロータリークラブ
　鶴見緑地の一画に、2016年4月に誕生した「

TSURUMIこどもホスピス」をいろいろな形で支援

されている様子が書かれています。

P42（27）ロータリーアットワーク　
　　　　タンザニア野球オリンピックチャレンジ　
　　　　大阪北ロータリークラブ
　クラブ創立65周年を記念して、野球を通じてタ

ンザニアの青少年育成を支援する活動事業を始め

られました。なお、大阪北ロータリークラブとは

次年度は同じIM1組になります。

ガバナー月信9月号より

●ロータリーの友4月号推奨記事
4月は母子の健康月間です。

《横組み》

P12～17　特集　メークアップのすすめ
 我がクラブでは、沢田幹事の熱心なメークアッ

プの勧めにより、補正出席率100％を達成する例

会が多くなりました。今号では、日本最大の東京

ロータリークラブを始め、さまざまなメークアッ

プの紹介がされています。

P27　特集　よねやまだより　
　　   次の50年に向けた記念すべき一歩に
　2月4日にグランドニッコー東京台場にて行われ

ましたロータリー米山記念奨学会の財団設立50周

年記念式典の様子が書かれています。式典には

700人もの方が参加されました。地区米山奨学会

委員会委員長として、田中隆弥副会長がご出席さ

れ、週報1499号で報告記事を書いていただいてお

ります。

《縦組み》

P4～8　（61～65）ダウン症の娘と共に生きて
　久が原書道教室主宰の金澤泰子さんの娘さんの

翔子さんは、ダウン症です。幼少期は大変なご苦

労をされましたが、翔子さんは書道に目覚め、才

能を開花させて個展を開いたことがきっかけで、

大河ドラマ「平清盛」のタイトル文字を書かれま

した。

P41（28）ロータリーアットワーク
　尼崎南ロータリー村　女性会員でグレードアップ
　尼崎南ロータリークラブが農家の協力を得て、

次代を担う青少年たちに「米づくり」を通じて日

本文化や人が生きるための原点として「食」と「環

境」について考える「尼崎南ロータリー村」を運

営されている様子が書かれています。

Pick Up ロータリーの友

新谷　秀一・秀子   ご夫妻　
     昭和36年4月29日

岸添　広一・多都留 ご夫妻　
     昭和56年4月 5日

東浦　　敬・典子   ご夫妻
　   平成 6年4月16日

青井　秀浩・奈緒   ご夫妻　
     平成14年4月29日

4月の結婚記念日お祝い

●4月号推奨記事

P1　   　  ガバナーメッセージ　
　　　　 母子の健康月間によせて

P2　　　地区チーム研修セミナー・
　　　　 会長エレクト研修セミナー  報告
　　　　 田中　隆弥会長エレクト　出席

P15　　   2018年2月度 会員数・出席報告
　　　　 2月度IM1組で出席率がトップです。

P17　　   MYROTARY登録状況
　　　　 大阪アーバンロータリークラブが100％

　　　　 を達成されています。池田くれはロー

　　　　 タリークラブも100％を目標にしてい

　　　　 ますので皆様ご協力よろしくお願い致

　　　　 します。

ガバナー月信より



　前々々例会 3月5日分のメークアップ　　　

　　服部会員　3月 5日　第9回理事会出席　

　　中西会員　3月15日　第9回地区ロータリー財団委員会出席

　　高橋会員　3月18日　ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席　 　  

1503 回 1500 回

Ａ 会員数 30 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 25 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 3 名

出 席 率 　 ％ ９３.１０％ １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年4月2日  2018年3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)

2

国際奉仕委員会事業について 

  

出　席　報　告卓　　話

　保育所の無償化、増設そんなものでこれからの

日本の少子化が無くなると思いますか？

日本の総人口は、2030年1億1,662万人を経て2048

年には9,913万人となり、2060年には8,674万人に

なると推測されています。

　生産年齢人口（15～64才）は2010年の63.8％か

ら2060年には50.9％になり、高齢人口（65歳以上）

は、2042年3,878万人とピークを迎え2060年に

3,464万人となる。

　2060年　高齢人口の総人口に対する割合は39.9

％となり2.5人に1人が65歳以上となる。

もっと、できることから

☆母子家庭や父子家庭に対しての補助を手厚く
　問題になっている空家対策をするのであれば、

　もっと有効に活用できる道はいくらでもあるは

　ず。国が一括に借り上げて、貧困な家への援助

　をもっと行うべきです。

　生活保護の審査をもっと見直すべきです。

☆養子縁組に対する認識を変える
　特別養子縁組で、赤ちゃんを望まない実親から

　望んでくれる良き育ての親に託すことがもっと

　当たり前になれば、こうした悲劇は防げます。

　1人でも多くの、良い育ての親が必要です。そし

　て、子どもがほしいと願うカップルはたくさん

　います。

　児童相談所に報告がされる件数は右肩上がりで

　12万件を突破しました。

　子どもの命と人権を守るためには、重篤な虐待

　が起きる前に、親権を停止して、里親等に養育

　を代替してもらうことが必要です。「保育園落

　ちた日本死ね」は日本なりのデモだなと感じま

　した。ああいうやり方でいいと思うんですよ。子

　

　「政府の言っている少子化対策に疑問」

石田　貴子　会員

～　月間によせて　～

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生

鄭　芝ｴｲ 　様

米山学友

韓　妍嬌 　様

桜が散ってしまいそうですが

今月誕生日です。65歳になりまし
た。定年です。

本日孫娘のバースデー。早や19才
です。

ごぶさたでした。

おつかれさまです!!

たくわです。何を話しましょう
か？

今月15日誕生日で49才になります!

前例会で鄭芝ｴｲさんのカウンセ
ラーの役目が終わりました。皆様
1年間お心遣い温かいお言葉かけ
て頂きありがとうございました。

今月誕生日です。

欠席おわび

岸添　広一　会長 …

藤原　史郎　会員 …

吉井　順子　会員 …

高橋　　仁　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

東浦　　敬　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

北川　智司　会員 …

合 計　35,000円　 累 計　927,000円

ニ コ ニ コ 報 告

（卓話続き）

育て政策もっと声を上げていかないと。

日本には良い制度があるけれど、現状に合わせた

運用できていないケースが多い。育休制度だって

制度自体はたぶんOECD（経済能力開発機構）加盟

国のなかでは一番いいと思います。ただ、運用が

できない。なぜなら運用ルールをつくっていない

から。制度は常に「制度」と「運用」は別物だ、

ということです。制度は幅広につくったほうがよ

くて、運用に際しては、現状に合わせて細かいル

ールを決めていくべきです。

そうじゃないといつまでも前に進まない。


