
　グローバル補助金利用での奉仕活動について

 我クラブも海外クラブとの提唱により一層グロ

ーバル補助金の利用での奉仕活動が身近になって

まいります。

　7月1日から、グローバル補助金の申請において

地域調査が必須条件となります。

　地域社会が何を必要としていて、どうすれば最

大限に地域社会の役に立つことができるか、住民

達に教えてもらう必要があります。そして優先事

項を見つけ、より大きな成果が得られるか、デー

タを見直すことにより、持続可能なプロジェクト

で地域住民に「あなた達にはこれが必要です」と

教えるのではなく「何が必要ですか」と聞くこと

であります。

　グローバル補助金プロジェクトは今迄難しいと

考えていましたが、地元のプロジェクトマネジャ

ーを雇えば意外と成功し、提唱クラブが今後のプ

ロジェクトを管理する能力を高めることができる

様です。

　支給額は、30,000ドル～上乗せの金額も最高

200,000ドルになり、かつ6つの重点分野(平和と紛

争予防/紛争解決・疾病予防と治療・水と衛生・

母子の健康・基本的教育と識字率向上・経済と地

域社会の発展) のいずれかに該当する事が条件で

あります。

　次々年度以降に期待するところであります！！
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6月4日(月)

会長の時間  　　会長  岸添広一

6月18日(月)

ビ　ジ　タ　ー

「ガバナー補佐訪問②」

　　　

まぐろのお造り
豚ヘレカツ、サラダ
ごはん、香の物、みそ汁

もずく酢、豚汁
ささみの梅しそ天ぷら
かやくごはん、香の物

担　当 松室　利幸 会員
卓話者　鄭　詩頴　様　

国際ロータリー第2660地区
ガバナー補佐　　   熊澤 一郎 様
ガバナー補佐エレクト　青山 快玄 様　担　当　乾　禎則 会員

「中国語講座①」

茶碗蒸し
海鮮巻き
赤だし

幹　事　報　告

①米山学友会より、2018-2019年度米山総会および新規

　奨学生歓迎会のご案内が届いております（田中会長エ

　レクト、高原次年度幹事、坂田次年度委員長宛）。

②豊中千里ロータリークラブより、IM1組フレッシュ

　ロータリアン交流会最終回のご案内が届いておりま　

　す。本日出欠の回覧をいたします（会長、幹事宛）。

③「創立35周年記念事業　大相撲秋巡業池田くれは場

　所」のチラシを配布いたしますので、お知り合いの

　方にお勧めしてください。

④地区ガバナーエレクトより、2018-19年度地区イン

　ターアクト委員の委嘱状が届いております（高原委

　員宛）。

⑤米山記念奨学会より、米山功労者への感謝状が届い

　ております。

　　　沢田会員　米山功労者　第1回

　　　加藤会員　米山功労者　第2回マルチプル

　　　長嶋会員　米山功労者　第5回マルチプル

　　　新田会員　米山功労者　第5回マルチプル

　　　田中会員　米山功労者　第6回マルチプル

「中国語講座②」

卓話者　鄭　詩頴　様　

米山奨学生　鄭　詩頴　様

ビ　ジ　タ　ー

米山功労者への感謝状授与

田中会員　第6回マルチプル



　　

米山功労者への感謝状授与

長嶋会員　第5回マルチプル

新田会員　第5回マルチプル

加藤会員　第2回マルチプル

沢田会員　第1回

日時　2018年5月28日 17：00～　　　場所　ブリッジ

理事数　11名　　　出席理事数　10名

審議事項
第1号議案　2018-19年度　池田くれはロータリークラブ

　　　　　　方針について　週報へ記事掲載

           承認
第2号議案　次年度予算について

（今年度と大きく変更のある主な項目について）

一般収支予算

収入の部（運営）　通常会費：1人10万円減額。

　　　　　　　　　35周年お祝い金：1組のクラブ数が増

　　　　　　　　　えるので増額。　

（慈善、奉仕、分担）  RYLAセミナー登録料：ニコニコ特別積立

　　　　　　　　　会計から支出する。

　　　　　　　　  ロータリー財団：委員長が各会員から

                  個別に徴収する。

　                米山記念奨学金：特別寄付については

　　　　　　　　　委員長が各会員から個別に徴収する。

支出の部（運営）　例会食費：会員は個人負担になり、米

　　　　　　　　　山奨学生の分のみ計上。

　　　　　　　　　例会場費：イベントスペースに変更す

　　　　　　　　　るので増額。

　　　　　　　　　15RC会長・幹事会：会場費のみになる

　　　　　　　　　ので減額。

　　　　　　　　　ロスター：次年度は作成する。

　　　　　　　　　人件費：事務局員の出勤日数が増える

　　　　　　　　　ので増額。

　　　　　　　　　親睦活動費：誕生日のお祝い金のみに

　　　　　　　　　なるので減額。

　　　　　　　　　周年基金積立金の計上はなくなり、　

　　　　　　　　　国際奉仕基金積立金を復活計上する。

周年事業特別会計収支予算およびニコニコ積立金特別会計

収支予算については別紙参照のこと

　　　　6月の理事会へ上程する。

　　　　承認
第3号議案　IA特別委員会の設置およびその組織について

　　　　　　インターアクトクラブを提唱するために設置

　　　　6月の理事会へ上程する。

　　　　承認
第4号議案　フレッシュロータリアンセミナー実行委員会

　　　　　 の設置およびその組織について

　　　　　 次々年度、当クラブがホストクラブを務めるため

　　　  6月の理事会へ上程する。

　　　　承認
①インターアクトクラブ認証について

　7月1日RI認証、8月の海外研修は田中会長エレクト、高原次  

　年度幹事が出席予定。4月15日認証状伝達式およびチャー

　ターナイトを、35周年記念例会を兼ねて行う。

②青少年交換留学の日程スケジュール

　9月25日に派遣学生の合否発表、合格なら来年の8月に派遣予定。

③ミャンマー訪問について

　ランドセルの贈呈式を来年1月19日に行う。5名訪問予定。

④台北老松RC訪問について

　周年行事に合わせて、訪問する。10名訪問予定。　　

今回で次年度の被選理事会は終了、来月はなしとする。　以上

第6回被選理事会議事録



　　　　　　　　　　　 　2018-19年度　クラブ運営方針

　池田くれはロータリークラブ　会長　田中隆弥

2018-19年度　

　バリー・ラシン　国際ロータリー会長　テーマ

≪BE　THE　INSPIRATION（インスピレーションにな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろう）≫

国際ロータリー第2660地区　地区中期5ヶ年目標

１．クラブのサポートと強化

２．人道的奉仕の重点化と増加

３．公共イメージと認知度の向上

2018-19年度　池田くれはロータリークラブ　

　　　　　　 会長　田中隆弥　テーマ

≪魅力ある・元気ある・個性あるロータリー活動を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　しよう！≫

～池田くれはロータリークラブの会員で良かったと

　　　　　　　　　　　　　　　　思える一年に～

　2014－15年度に続き、再度会長職を拝命致しまし

た。基本的な考えは前回と同じですが、今回は池田

くれはロータリークラブ創立35周年を迎えます。記

念すべき年度にふさわしい事業を展開したいと思い

ます。

【運営基本方針】

①委員会を開催して委員会の考えを委員長（理事）

が理事会に上程し、理事会で承認後に委員会活動を

実施する。会長はすべての委員会の委員として各委

員会に出席する。

②会員が興味を持ち、やって良かったと思える奉仕

事業を実施する。

③地区のセミナーや会議に出席し情報を収集した後

は、会員に報告することによりその情報を共有する

（委員会報告、週報掲載）。

④例会はロータリーの基本に戻り、適正かつ厳粛に

運営する（会場監督）。

⑤新会員にとどまらず、全会員がロータリーを学ぶ

機会を増やす。

⑥クラブ創立35周年を迎え記念事業を実施する。

【常任委員会活動方針】

①クラブ奉仕委員会

・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を監督、調整する。

・移動例会は開催せず、例会外行事を実施すること

　で会員間の親睦を深める。

・会員純増2名。

②職業奉仕委員会

　・卓話を通じて職業奉仕の理解推進に努める。

③社会奉仕委員会

2018-2019年度クラブ運営方針 　・創立35周年記念事業として、平成30年大相撲秋

　　巡業池田くれは場所を開催する（10月18日）。

④国際奉仕委員会

　・ロータリー財団小委員会、米山奨学小委員会を

　　監督、調整する。

　・創立35周年記念事業として、ミャンマー　ヤン

　　ゴンのナッマウッ寺子屋学校に中古ランドセル

　　を寄贈する（1月19日贈呈式）。

　・創立35周年記念事業として、台北老松ロータ　

　　リークラブと友好（姉妹血縁）クラブを締結す

　　る（9月27日）。

⑤青少年奉仕委員会

　・創立35周年記念事業として、小学4年～中学2年

　　生を対象に少年少女スマイルキャンプを実施す

　　る（8月17～19日）。

　・創立35周年記念事業として、インターアクトク

　　ラブを提唱する（7月1日RI認証、　8月2～5日

　　海外研修、4月15日認証状伝達式）。

　・創立35周年記念事業として、ロータリー青少年

　　交換プログラムに派遣学生を推薦する。

委嘱状授与

2018-19年度地区インターアクト委員
　　　　　　高原会員

ガバナー月信より
●6月号推奨記事

P3　　春のRYLAセミナー報告

　　　沢田幹事、今井青少年奉仕委員長、青井会員、

　　　乾　会員、坂田会員、奥山会員  出席

　　　受講生として米山奨学生 鄭 詩頴さん 参加

P4　　職業奉仕新旧委員長会議報告

　　　沢田幹事  代理出席

P7　　2019-20年度ガバナー補佐の選出

　　　1組より田中隆弥会員 選出

P18　 MYROTARY登録状況

　　　80.6％になり、地区の中で現在第4位です。

　　　100％達成にご協力よろしくお願いします。



　前々々例会 5月7日分のメークアップ　　

　　　　なし

1509 回 1506 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 　4 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 22 名 22 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 3 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％ ８６.２１％  ８６.２１％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年5月28日   2018年5月7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

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

藤原　史郎　会員 …

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 …

青井　秀浩　会員 …

乾　　禎則　会員 …

國司　真相　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

北川　智司　会員 …

ニ コ ニ コ 報 告

　特許情報プラットフォーム（J-Plat Pat）で検

索すると、国際ロータリー（RI）を権利者とする

商標が43件登録されています。支柱が6本で24個

のギアを持つ有名なロータリーの紋章（ロゴマー

ク）の他に、「ROTARIAN」、「ROTARACT」、「INTERACT」、

「ローターリーの友」、「THE　ROTARY－NO－TOMO」な

どの文字商標も商標登録されています。

　当クラブでも商品やサービスについて商標登録

されている会員が複数おられます。

　ウェブサイトで商品を販売する場合や、何らか

のサービスを提供する場合は、ウェブサイトのサ

イト名やロゴ等について、商標登録を検討された

方が良いと思います。

　商標登録することによって、独占的に使用する

ことができ、他社が類似した名称を使用して商標

権を侵害した場合には、差止や損害賠償等を請求

できます。これにより、需要者の誤認を防ぎ、自

社ブランドを他社と差別化することができます。

商標権は10年で満了しますが、更新することによ

り半永久的に存続し、信頼性が向上します。

5/20の家族移動例会楽しかったで
す。吉井会員写真ありがとうござ
いました。

阪神5連勝!才木プロ初勝利!貯金2
で交流戦へ。山内さんありがとう
ございました。

吉井会員　写真ありがとうござい
ました。

5月20日の家族移動例会欠席しま
した。

結婚記念日でーす。

移動例会欠席

おつかれさまです!!

バッヂ忘れました。藤原先生今日
はありがとうございました。内容
はひみつ!

吉井さんいつもいつもすてきな
フォトアルバムありがとうござい
ます。

吉井会員　すばらしい写真いつも
ありがとうございます。

移動例会欠席失礼いたしました。

20日移動例会欠席お詫び
13日のテニス試合が雨で20日の日
に延期にて　残念でした。

本日卓話です。
宜しくお願いします。

吉井さん写真ありがとうございま
す。楽しかった記憶がよみがえり
ました。

合 計　26,000円　 累 計　1,086,000円

卓　　話

「商標について」

担当　奥山　裕治　会員

担当　奥山　裕治　会員

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。

米良　朗子　会員　昭和44年6月20日

藤原ヒサコ　様　　　　　　6月10日

山内　静枝　様　　　　　　6月22日

中西　里子　様　　　　　　6月24日

沢田三喜子　様　　　　　　6月25日

石田　　繁　様　　　　　　6月30日

6月のお誕生日


