
　　5月はロータリー 「青少年奉仕月間」です。

　今日のリーダーの大切な役割は、明日のリーダー

を育てることです。ロータリーには、インターアク

ト（12～18歳）、ローターアクト（18～30歳）、交

換留学、リーダーシップ養成（ライラ）など、未来

を担う若者のエンパワメント（能力開花）を目指す

数々のプログラムがあります。

　ロータリークラブは、この月間中「クラブのニュ

ースレターやその他の広報資料に」、また各ロータ

リアンは「青少年の模範」のスローガンを利用する

よう推奨されています。

　池田くれはRCでは今日まで、ローターアクト提唱

クラブとして、また交換留学生受け入れ、ライラ等

に参加協力してまいりました。

　まだ活動経験がないのがインターアクト参画であ

ります。12～18歳の中学・高校生が、地元でのボラ

ンティア活動や海外のインターアクト会員との交流

を通じて視野を広げ、世界に友達をつくりながらボ

ランティア精神と国際感覚を身につけ、友達と一緒

に楽しみながらロータリーの「超我の奉仕」を学び

行動力を身につけていきます。
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ビ　ジ　タ　ー

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本日17時より、第11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、春のライラセミナー

　参加へのお礼が届いております（会長、幹事宛）。

③5月のロータリーレートは1ドル108円です。

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

例 会 休 会
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

5月のお誕生日お祝い

次回例会は家族移動例会です。集合時間と場所は

下記の通りですので、よろしくお願い致します。

記

       集合時間：5月20日（日）8：30

       場　　所：池田市役所前



　　

第11回理事会議事録

　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。

審議事項

第1号議案　次年度各委員会組織変更承認の件

　　　　　冨田会員の退会に伴い、プログラム・

　　　　　会報広報雑誌小委員会委員長を服部会

　　　　　員が兼務する。米良会員を親睦活動・

　　　　　出席・歌唱小委員会に配属する。

　　　　　承認

第2号議案　次年度年間行事予定承認の件

　　　　　例会外親睦行事の開始時刻を追加修正

　　　　　する。

　　　　　承認

第3号議案　次年度例会場ならびに食事の件

　　　　　例会場は3階イベントスペースとする。

　　　　　食事は前月の例会出欠確認時にオーダー。

　　　　　 キャンセルは前週金曜日までに事務局

　　　　  へ。代金は1食1,500円を例会受付時に  

　　　　  事務局に支払う。飲み物のオーダーが

　　　　  ある場合は同時に支払う。18時に配膳、

　　　　　19時に下膳。例会前もしくは例会中の

　　　　　どちらで食べるかは会員の自由とする。

　　　　　承認

第4号議案  5月20日家族移動例会事業計画の件

　　　　　承認

第5号議案　第3四半期会計報告承認の件

　　　　　承認

第6号議案　地区インターアクト委員会出向の件

　　　　　次年度から高原会員が出向する。

　　　　　承認

第7号議案　クールビズの件

　　　　　5月14日から10月22日までの例会時に

　　　　　ノーネクタイ可とする。

　　　　　承認

報告事項
春のライラセミナーについて

　　　　　当クラブからは米山奨学生の鄭詩頴さ

　　　　　んが受講、6人のメンバーが参加した

　　　　　ことが報告された。

以上

日　　時　  2018年5月7日　17：00～18：00

場　　所　  ブリッジ

理 事 数　  12名    

出席理事数　8名

2018－19年度のための地区研修・協議会報告

2018～19年度　クラブ奉仕委員長　　服部潤承

第1部 本会議

　開会点鐘-「国歌」「奉仕の理想」斉唱-パストガバ

　ナー・地区役員紹介-開会の挨拶-歓迎の挨拶-出席

　報告-次年度RI会長テーマ及び地区方針-講師紹介-

　講演会　テーマ「ロータリーの変化と未来像」刀根

　荘兵衛氏-謝辞-ガバナーノミニー挨拶-ガバナーノ

　ミニーデジグネート挨拶-2018～19年度地区大会の

　 案内-閉会挨拶-閉会点鐘

第2部 部門別協議会　

　SAA・クラブ奉仕・クラブ研修リーダー部門　

　リーダー-岡部泰鑑PG

1,資料確認、出席者紹介　クラブ奉仕・拡大増強副委

　員長

2,リーダー紹介　リーダー・パストガバナー

3,クラブ研修の重要性について　リーダー・パストガ

　バナー

4,SAAの役割、心構えについて　サブリーダー・地区

　代表幹事

5,地区内各クラブの運営状況について　クラブ奉仕・

　拡大増強副委員長

6,会員増強について　サブリーダー・クラブ奉仕・拡

　大増強副委員長

7,質疑応答　リーダー、サブリーダー

8,講評・閉会挨拶　リーダー・パストガバナー

　敦賀RC刀根荘平衛氏の講演「障がい者の兄を持つ弟

　の実話」よりロータリー精神を学ぶ

　弟はいつも兄をバカにしていました。「お兄ちゃん嫌

い。バカ・バカ」母はあまり兄弟仲が良くないように思い

込んでいました。弟にあまり期待していませんでした。

　ところが幼稚園の参観日に、兄は幼稚園の園児たちの

頭をポカポカと叩きました。それを制止しょうと弟は兄

に言います。「お友達を叩くなら、僕を叩いて」と何度

も繰り返えします。

　弟に期待していなかった母はこの様子を見て、弟の兄

を思う気持ちが何時の間にか育っていたことに気付きま

した。また、弟が小学校に入りました。担任の先生は、

この弟の席隣りに小児麻痺の障がい者を座らせました。

担任の先生が配慮したのでしょう。弟は障がい者のいる

家庭で育ち、心遣いが一般家庭の児童よりできると思っ

たのでありましょう。

　体育の時間、毎回この二人は運動場に出てくるのに遅

れてきます。或る時、担任の先生は体育の時間の前に教

室を見に行きました。すると、弟は不自由な友達の着替

えを手伝っていたのであります。

　担任の先生は、その時、弟の体育の時間に遅れる理由

を知ったのであります。

クラブ奉仕部門



　　

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

2018～19年度 青少年奉仕委員会 委員長 今井卓哉

日 　時：2018年4月7日（土）15:00～17:30

会　 場：大阪国際会議場 1004-5号室

出 席 者：地区内各ロータリークラブ青少年奉仕　

　　　　　関係者、青少年奉仕部門地区委員

　青少年奉仕部門は次年度から、青少年統括委員

会が5つの委員会を統括する事になりました。

青少年統括委員会は、

　委 員 長：四宮孝郎ガバナーノミニー

　副委員長：簡 仁一ガバナーノミニーデジグネート

の2人で構成されています。

　部門別協議会では、これら5つの委員会の次年度

委員長よりそれぞれの委員会についての説明があり

ました。

1.RYLA 委員会：濱谷和也委員長（東大阪RC）

　ホストクラブ持ち回り制度、ホストをする意義

　と役割、ホストクラブ以外のクラブの役割、受

　講生の推薦、RYLA セミナー開催時期、受講料・

　登録料、次年度活動方針・計画等。

2.ローターアクト委員会：中島清治 委員長（大阪

　天満橋RC）

　活動（地区献血年2回・社会奉仕活動クリーンハ

　イク・子供ホスピス支援事業・カリフォルニア

　大学生の受け入れ等）、サポートシステム、ロ

　ーターアクトの魅力等。

3.インターアクト委員会：中野隆二委員長（大東RC）

　地区内9つのインターアクトクラブ及び提唱クラ

　ブの紹介、活動（赤い羽根募金、校内外の掃　

　除、海外研修、年次大会）等。

4.青少年交換委員会：生沼寿彦委員長（大阪うつ

　ぼRC）

　交換実績、派遣学生にとっての素晴らしさ、ク

　ラブにとっての素晴らしさ、予算、派遣学生の

　募集、ホストファミリーの募集等。

5.学友委員会：横田孝久委員長（東大阪RC）

　学友会の目的、設立までの流れ、活動報告等。

※上記1～4のプログラムに参加経験のある方（他

のプログラムも多数あり）は学友です。

青少年奉仕部門

奥山　裕治

　4月7日（土）大阪国際会議場にて、2018-19年度

のための地区研修・協議会が開催されました。

　今年度から社会奉仕部門と国際奉仕部門との合

同となり、当クラブからは、当部門に3名（池田会

員、青井会員、奥山会員）が参加しました。

　最初に、国際奉仕委員会による国際奉仕、財団

補助金小委員会による補助金について説明があり

ました。

　次に、社会奉仕事例発表として、交野RCによる

「“身の丈にあった”社会奉仕活動～あなたのよ

ろこぶ顔が見たい」、枚方RCによる「大阪府立む

らの高等支援学校支援」についての発表がありま

した。

　最後に、国際奉仕事例発表として、東大阪中央RC

による「持続可能な国際奉仕活動：ケニア・ナイロ

ビ　シープケア学校給食支援バスプロジェクト」、

大阪西南ＲＣによる「海外クラブとの交流と海外行

事への参加」についての発表がありました。

　他クラブの補助金の具体的な活用事例を学び、

非常に勉強になり有意義な研修であったと感じま

した。

社会奉仕・国際奉仕部門

　週報1505号において、掲載しました2018-19年度の

ための地区研修・協議会報告の、吉井会員の記事が、

職業奉仕部門になっておりましたが、正しくはロータ

リー財団部門です。お詫びして訂正致します。

ガバナー月信より

●5月号推奨記事

P5　　IM第1組　ロータリーデー報告

P7　　IM第1組　フレッシュロータリアン研修交流

　　　会報告

　　　ともに出席者は、週報1502号P2へ記載

P9　　2017学年度米山奨学生終了式・歓送会報告

　　　田中隆弥地区米山奨学委員会委員長、坂田

　　　妙子カウンセラー、吉井順子カウンセラー、

　　　米山学友 鄭 芝ｴｲさん 出席

P10　 2018学年度米山奨学生オリエンテーション報告

　　　田中隆弥地区米山奨学委員会委員長、坂田

　　　妙子カウンセラー、米山奨学生 鄭 詩頴さん 

　　　出席

P9、P10ともに田中隆弥地区米山奨学委員会委員長の記事です。

P15　 米山奨学委員会/ロータリー財団委員会

　　　べネファクター　谷口　浩会員

P20　 2018年3月度　会員数・出席報告

　　　見事補正出席率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　　

　　沢田会員　3月27日　3月度7RC幹事会出席　

　　松室会員　4月 7日　2018-2019年度のための地区研修・協議会
　　　　　　　　　　　 出席　 　  

1506 回 1503 回

Ａ 会員数 31 名 30 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 25 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 23 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 4 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ８６.２１％ １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年5月7日  2018年4月2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

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

松室　利幸　会員 …

吉井　順子　会員 …

今井　卓哉　会員 …

池田　吉清　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 …

東浦　　敬　会員 …

北川　智司　会員 …

「青少年奉仕と私」

担当　今井　卓哉　会員

ニ コ ニ コ 報 告
　―　RYLAセミナーについて　―

　早いもので、池田くれはロータリークラブがホ

ストを務めた2017年春のRYLAセミナーから、1年

が過ぎました。ダイジェスト版の動画を観ていた

だきましたが如何でしたでしょうか。

　このRYLAセミナーには、米山学友の韓妍嬌さん

と鄭芝エイさんが受講生として参加され、池田く

れはロータリークラブの会員との信頼関係がより

深まり、我々ロータリアンも受講生と共に感動

し、お互いに成長できたのではないでしょうか。

　私は地区青少年活動委員会委員として、これま

で5回のRYLAセミナーに参加しましたが、それぞ

れに内容は全く違います。今年2018年春のRYLAセ

ミナーには、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。やはり彼女も、たくさんの

仲間達と色んな事を学び、気付き、成功、失敗、

感動、信頼、等を体験し、ひとつ成長された事で

しょう。

　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

のご推薦及び、皆様も是非ご一緒に参加していた

だき、全く利害関係のない青少年達と接する事に

より次世代の思考や価値観を実感し、次世代を担

う青少年に対して何をする事ができるのかを考え

てみませんか。　　
青少年奉仕委員長　今井卓哉

～　月間によせて　～

ゴールデンウィークはいかがおす
ごしでしたか？
家内の誕生日です。

ゴルフ同好会コンペお疲れ様でし
た。数年ぶりに100切れました。

欠席おわび　誕生日です。

若葉あふれる天草は最高でした!

本日卓話です!!よろしくお願い
します。

家内の誕生日です。ゴルフ同好会
入賞しました。

バッジ忘れました。GWボケですね。

みなさん、ゴールデンウィークどう
でしたか!!

バッジわすれましたわ

先にクールビズしてしまいました。

クールビズ先走りました!

ゴルフ会楽しかったです。次回は
もっと上手にプレーしたいです。

合 計　35,000円　 累 計　1,013,000円


