
　前回に続いて国際ロータリー会長 イアンH.S. ラ

イズリー氏はロータリーの多様性には、社会的意味

合いから見た男女の区別の問題があると言っていま

す。わずか30年前に女性がロータリーに入会できな

かったというのは、今では想像しがたいことです。

　それ以降ずいぶん改善されてきたとはいえ、女性

の入会を禁止するという誤った規定の負の遺産は消

えていません。あまりに多くの人が男性しかロータ

リーに入れないといまだに思っており、公共イメー

ジにも会員増強にも悪影響を及ぼしていると思われ

ます。

　今日、全世界の女性会員はわずか21％強です。こ

れは大きな前進ではありますが、男女同数会員とい

う、世界のバランスを反映した目標への達成には、

まだほど遠いと言えます。

　ちなみに、池田くれはロータリークラブは2000年

（平成12年）1月に2名の女性会員の入会が最初であ

りました。現在女性会員は31分の4でわずか12.9％

です。ぜひとも女性会員の入会を願っております。
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ビ　ジ　タ　ー

担当 今井 卓哉 会員

家族移動例会

　　　

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地区より、クラブ一覧・メールアドレス一覧・ 

　創立認証周年一覧についての確認が届いており

　ます（会長、幹事宛）。

②地区ならびに大阪南ロータリークラブより、

　2018-2019年度のための地区研修・協議会への出

　席に対するお礼が届いております（田中会長エ

　レクト宛）。

③豊中ロータリークラブより、5月度７RC幹事会の

　ご案内が届いております（幹事宛）。

④次年度ロスターを作成予定です。つきましては、

　これまで掲載のなかった新しい会員の方は、ク

　ラブにて撮影いただくか、5月7日までに事務局

　までデータにてご提出をお願いいたします。写

　真の掲載のあった会員の方におかれましても、

　差し替え希望の場合は同様に対応いたしますの

　で、幹事までお申し出ください。

⑤「創立35周年事業　大相撲秋巡業池田くれは場

　所」に会員ならびに関係者席を用意しておりま

　すので、期限までに早期予約をお願いいたしま

　す（4月30日締め切り済み）。

幹　事　報　告

ポテトサラダ
牛ステーキ
ごはん、香の物、みそ汁

「私の仕事」

担当 國司 真相 会員

「青少年奉仕と私」

ひじき煮、はも湯引き
海老と旬野菜の天ぷら
ごはん、みそ汁、香の物

担当 親睦活動・出席・歌唱小委員会
プログラム・会報広報雑誌小委員会

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生 鄭　詩頴　様



　　

第5回被選理事会議事録

審議事項
第1号議案　次年度組織表について

　冨田会員の退会に伴い、下記の通り変更になった。

・プログラム・会報広報雑誌小委員会委員長に、服部　

　会員がクラブ奉仕委員長と兼務する。

・親睦活動・出席・歌唱小委員会に米良会員を配属する。

　次回理事会へ上程

第2号議案　次年度年間行事予定（修正版）について

　冨田会員が担当予定だった例会を、新会員自己紹介　

　に変更する。

　詳細は、添付の年間行事予定表（案）を参照。若干　

　の微調整は、会長エレクト、次年度幹事へ一任。

　次回理事会へ上程

第3号議案　その他

　親睦活動委員会予算案より、お誕生日のお祝いは、　

　会員へ3,000円のロータリーグッズを贈呈、配偶者　

　へは同額の商品を予定している。結婚記念日のお花　

　贈呈は廃止する。例会外親睦会予定の予算案につい　

　ては添付資料を参照。

　なお、米山梅吉記念館訪問旅行を、当初は4月13日　

　から14日で予定していたが、4月15日に創立35周年　

　記念例会を当てる予定なので4月20日から21日で予　

　定する。

協議事項
第1号議案　次年度予算について

2018-19年度一般収支予算について

●収入の部（運営）（若干変更あり）　

　③の新会員登録料は0円で、④に諸費用負担金が66万

　円で追加、⑤35周年お祝金、⑥雑収入、⑦前年度繰越

　金となるので次回被選理事会までに訂正する。

　すべて会員33名で予算組している。

●収入の部（慈善、奉仕、分担）

　RYLAセミナー登録料は特別会計で予算を組んでいる。

　ロータリー財団寄付金についてはこれまで会費と同時

　に徴収していたが、次年度は委員長が個人的に徴収を

　行っていく予定。米山奨学寄付については、普通寄付

　金以外は委員長が個人的に徴収を行っていく予定。

●支出の部（運営）

　例会場が3階のイベントスペースに移る予定なので例

　会場費を計上。なお35回分で組んでいるが、うち1回

　は池田RCとの移動例会があるため、34回へ変更。

支出の部（運営）で増額になった科目

　ロスター作成予定なので文献費が増額。事務局員の出

　勤が増えるため、管理費が増額。慶弔費は1組のクラ

　ブ数が増えるため、周年行事のお祝い金がアップ。姉

　妹提携を予定しているので、国際奉仕基金積立金を復活

　させる。

同じく支出の部（運営）で減額になった科目

　親睦活動費が結婚記念日のお祝いを削減するため減額。

日　時:2018年4月23日 17：00～　場 所:ブリッジ

理事数:11名　出席理事数:9名

　

　プログラム費が、移動例会がなくなったため、減額。

　会報広報雑誌費が、事務局で週報をコピーするこ

　とになるため、減額。米山奨学費については特別会計

　で予算組のため、削減。クラブ研修リーダー費はクラ

　ブ研修リーダー制度を廃止したので削減。

●支出の部（慈善、奉仕、分担）については先述の収入

　の部の変更に関係するもの以外は変更なし。

次回被選理事会で承認を経た上で6月の理事会へ上程

2018-19年度ニコニコ積立金特別会計収支予算について

収入の部について

　積立金は昨年と同額、地区補助金は利用しない。

支出の部について

　社会奉仕員会の0円は、すべて35周年の費用でまかなう

　ため、ニコニコからは支出しない。国際奉仕委員会の

　30万円は米山奨学委員会での諸費用。青少年奉仕委員

　会の10万円は、RYLAセミナー登録料を予定している。

2018-19年度周年事業特別会計収支予算について

収入の4千万円は大相撲池田くれは場所の興行収入を見

込んでの金額。

支出は、すべて35周年記念事業へ使う予定。今年度300

万円予算立てをしているので、興行収入が入る前の支出

は今年度予算でまかなう。

第2号議案　奉仕活動委員会事業計画・予算案について

　各奉仕活動委員会提出の資料の通り（以下補足）。

　社会奉仕委員会：大相撲池田くれは場所について、パ

　　　　　　　　　ンフレット販売をしたい。

　国際奉仕委員会：ミャンマーへのリサイクルランドセ

　　　　　　　　　ルはすでに送付済み（43個）。

　青少年奉仕委員会：スマイルキャンプについて

　　　　　　　　　チラシ案を作成した。申し込みにつ

　　　　　　　　　いては、事務局でＦＡＸもしくはメ

　　　　　　　　　ールで受け付ける。40名の募集につ

　　　　　　　　　いては、まず第2660地区の81クラブ

　　　　　　　　　へ声をかけ、残りを池田市内で募集

　　　　　　　　　する。班ごとに大学生のボランティ

　　　　　　　　　アリーダーをつけることは保証出来

　　　　　　　　　ないのとのことなので、チームRYLA

　　　　　　　　　でフォローしてもらえるように交渉

　　　　　　　　　している。

　　　　　　　　　インターアクトクラブについて

　　　　　　　　　箕面のアサンプション国際中学校　

　　　　　　　　　高等学校で交渉中。

　　　　　　　　　青少年交換プログラムについて

　　　　　　　　　どういった形でしていくか検討中。

第3号議案　例会場と例会食事の件について

　添付資料を参照。

　弁当については、当日キャンセルの場合は費用負担し

　てもらう。逆に、当日オーダーすることについては可

　能だが、内容が別メニューの可能性あり（ビジターの

　対応は可能である）

　弁当代は集金と領収書交換を事務局でする。

　会員の領収書はブリッジより事前に貰って配布する。

　ビジターの領収書は、池田くれはRCからの領収書を作

　成しておく。

以上



　　

2018－19年度のための地区研修・協議会報告2018－19年度のための地区研修・協議会報告

代理出席　吉井順子

　

　大阪国際会議場12階1202号室には、15時から17時

迄、各クラブ委員長は福家宏次年度ロータリー財団

委員長のもと、総勢74名が集い熱心に研修の時を持

った。

　福家次年度委員長は「財団のあゆみ」を皮切り

に、財団プログラムとして以下の3項目について語

られた。

①ポリオ撲滅活動　

②ロータリー平和センター　

③補助金について

　各クラブの委員長の任務としては、会員がロー

タリー財団についての理解を深め寄付を推進する

こと、クラブは補助金を活用し奉仕活動を活発に

行うこと、又奨学生を推薦するなどが主となる。

「ポリオ撲滅」はロータリーの使命であり、全世

界からポリオが消え失せるまで地区は一人50ドル

をポリオプラスの寄付として納めることを目指す

こと。

　今年3月現在の実績からは、一人当たり50ドル以

上の寄付は48％であり、地区の平均は39.11ドル、

残念なことに寄付額０ドルのクラブが全体の18％

を占めているとの結果が示されている。

　また、補助金については各々の資格条件を把握し

たうえで、目的はあくまでも奉仕活動と心得、地区

補助金およびグローバル補助金は手段として活用

し、期限内の報告を厳守することを強調された。

資料には、

ａ（2016－2017－2018年度）　

　 クラブ別ポリオ・プラス基金寄付一覧

ｂ（2016－2017－2018年度）　

　 クラブ別年次基金寄付一覧表

ｃ（2018年3月現在）

　 メジャードナー会員一覧　

等も含まれていて委員会の性質上大変具体的、現

実的な内容であった。

　尚、地区ビジョンとして山本ガバナーエレクト

が示されたそれぞれが

「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブを目指

すと言われたことが当日の最も印象に残る研修の

スローガンであった。

ロータリー財団部門

沢田　武司

　2018年4月7日、大阪国際会議場において2018-19

年度のための地区研修・協議会が開催されました。

当クラブからは田中会長エレクトをはじめ高原会

員、池田会員、松室会員、服部会員、吉井会員、

今井会員、青井会員、乾会員、坂田会員、奥山会

員、沢田会員が参加しました。

　第1部の本会議では、片山勉ガバナーの地区中期

5ヶ年目標を含む地区ビジョンの発表に続き、山本

博史ガバナーエレクトから次年度RI会長テーマお

よび地区方針について説明がありました。

　そして、敦賀RCの刀根荘兵衛パストガバナーか

ら最近のロータリーの変化について講演があり、

ポリオ撲滅がロータリーの対外的な最優先課題で

ある一方、内部においては、会員増強が最重要事

項であることが伝えられました。

　第2部では部門別協議会が開催され、SAAの役割、

心構えについて塩谷眞治地区代表幹事から説明が

ありました。SAAの職務は例会の最高責任者として

気品と風紀をまもること。

　具体的には

①司会、

②入場・退場・開門・閉門、

③早退・遅刻の管理、

④私語に警告、

⑤卓話時間の励行、

⑥秩序ある運営、

⑦食事の献立、

⑧ニコニコの管理・報告を通じて魅力ある元気で

楽しい例会の運営に努める、

ということでした。次年度の活動に大変参考とな

る内容でした。

SAA部門

松室　利幸会員　昭和33年5月21日

池田　雪子　様　　　　　5月19日

松室　久美　様　　　　　5月27日

岸添　多都留様　　　　　5月31日

5月のお誕生日



  3月度の全ての例会が補正出席率100％を達成しました。

　 前々々例会 3月26日分のメークアップ　　

　　北川会員　3月24日　2017-2018年度国際ロータリー第2660地区
　　　　　　　　　　　 第1組IMロータリーデー出席　

　　高橋会員　4月 1日　北海道2500ロータリーＥクラブ出席　 　  

1505 回 1502 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 23 名 24 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％ １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年4月23日  2018年3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)
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国際奉仕委員会事業について 

  

出　席　報　告卓　　話

2018年春のRYLAセミナー報告

米山奨学生

鄭　芝ｴｲ 　様

米山学友

韓　妍嬌 　様

テイさんようこそ参加くださいま
した。

3月度、例会出席率100％パーフェ
クト達成いたしました。
皆さん、出席ならびにメークアッ
プありがとうございました。

本日、卓話です。吉井会員の提案
でDVD放映します。

週末御元気な水野正人氏にお会い
しました。ライラの記念のI-pad
をとても愛用しておられました。

昨日 良い事が有りました。

おつかれさまです!!

欠席おわび

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 …

合 計　14,000円　 累 計　978,000円

「ダメ、ゼッタイ」 担当　服部　潤承　会員

ニ コ ニ コ 報 告

　池田くれはRC社会奉仕委員長吉井順子会員より

次のように報告がありました。

　ロータリーフェスティバル実行委員会の作成に

よる薬物乱用防止啓発用DVD「若者の未来を守る

ために違法薬物撲滅を目指して」の大阪府へ寄贈

に対する感謝状贈呈式が2月7日ガバナー事務所に

て行われました。大阪府から大阪府医療監福島俊

也様、大阪府健康医療部業務課麻薬毒劇物グルー

プ主幹砂川奈芳子様、主幹宗末光平様にお越しい

ただき大阪府知事からの感謝状が片山ガバナーに

贈呈されました。

　このDVDは大阪府の管轄する全ての大学、各種

専門学校、高等学校、中学校に配布・授業での使

用が決定しており、大阪府で行われる運行管理者

認定講座の授業での活用も検討されております。

各クラブには2月17日㈯に開催された第2回クラブ

社会奉仕委員長会議にて配付されました。

　それをこの度の卓話に視聴することにいたしま

した。

(大阪府薬物乱用防止指導員・服部潤承)

日　時：2018年4月28日(土)～30日(月･祝)

場　所：関西大学高槻キャンパス･堺キャンパス

テーマ：輝け！今、未来のために！

　2018年春のRYLAセミナーが八尾RCのホストにより

開催され、米山奨学生の鄭詩頴さんが受講生として

参加されました。

　受講生は51名で、6班に分かれて2泊3日のプログ

ラムを受講しました。

　当クラブからは、開講式に沢田幹事・青井会員・

乾会員・奥山会員が出席されました。また、グルー

プ発表及び閉講式には、米山奨学生カウンセラーの

坂田会員が出席されました。

　高いところが苦手な鄭詩頴さんが、班の仲間達を

信頼して命綱を預け、勇気を持って8メートルのク

ライミングタワーに挑む姿は本当に感動的でした。

　次回、秋のRYLAセミナーは茨木西RCのホストに

て、2018年9月22日(土)～24日(月･祝)、関西大学高

槻キャンパスにて開催される予定です。受講生のご

推薦と皆様のご参加をお待ちいたしております。

青少年奉仕委員長　今井卓哉


