
　本日は、熊澤ガバナー補佐にご出席いただき、

クラブ協議会が開催されました。また、次年度に向

けて青山ガバナー補佐エレクトにもご出席いただき

ました。そして後程、熊澤ガバナー補佐には卓話の

依頼もしております。宜しくお願い致します。

　前回は、昨年の9月11日に第1回クラブ協議会を

開催致しましたが、以後本日が第２回目でありま

す。その間9ヶ月間諸般の都合により開催するこ

とができなかった事を、会長としてお詫び申し上

げます。

　クラブ協議会とは、手続要覧によるとクラブの全

会員に出席が要請され、クラブ全体のプログラムに

沿った活動状況が話し合われ、また会員教育につい

て協議するために開かれる様推奨されています。

 そして、地区全域のプログラムと活動に関する

報告も、ガバナー補佐から受けられるように、ガ

バナー補佐訪問時にクラブ協議会を開催する様奨

励されています 。
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6月25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」

　　　

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

  岸添 広一   会長　
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　

「バズセッション」

茶碗蒸し
海鮮巻き
赤だし

幹　事　報　告

①本日17時より、第12回理事会が開催されました。

②地区より、2018-2019年度クラブ国際奉仕委

　員長会議のご案内が届いております（藤原次

　年度委員長宛）。

③国際ロータリー日本事務局より「ロータリー

　親睦活動月間」リソースのご案内が届いてお

　ります（会長宛）。

④豊中ロータリークラブより、秋のRYLAセミナー

　報告書が届いております（会長、幹事・田中

　地区米山奨学委員長宛）。

⑤大阪西南ロータリークラブより、2018-19年

　度第39回大輪ゴルフ会のご案内が届いており

  ます。参加希望者は事務局までご連絡くださ

  い（会長宛）。

「中国語講座②」

卓話者　鄭　詩頴　様　   沢田 武司   幹事　
田中 隆弥 副会長
加藤 光祥 副会長

前菜、サンドイッチ
揚げ物皿、豚バラ塩焼き
ナポリタン、フルーツ、ケーキ

7月より、例会の場所と食事のスタイルが変わります。

　場所は3階イベントスペースになります。食事は
　事前にお弁当注文をされた方のみ、例会開始前の
　18：00から18：30の間にお召し上がり下さい。
　なお、次の例会で7月の出欠とお弁当の注文の回覧
　を回します。



　　

日時　2018年6月4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

第1号議案　次年度予算案承認の件

　　　　　　承認

第2号議案　IA特別委員会の設置およびその組織

　　　　　 承認の件

　　　　　　承認

第3号議案　FRS実行委員会の設置およびその組

           織承認の件

　　　　　　承認

第4号議案  6月25日最終例会（バズセッション）

           の件

　　　　　 昨年と同様にビュッフェ形式でアル

           コールも提供する。

　　　　　　承認

第5号議案　5月20日家族移動例会事業報告承認

           の件

　　　　　　承認

第6号議案　新入会員入会の件

　　　　   男性1名、女性1名の候補者について

           入会手続きを進める。

            承認
以上

第12回理事会議事録 インターアクト特別委員会

田中隆弥委員長、高原誠一郎副委員長

中西博之委員、今井卓哉委員、乾　禎則委員

沢田武司委員、坂田妙子委員、奥山裕治委員

フレッシュロータリアンセミナー実行委員会

沢田　武司実行委員長

今井　卓哉副委員長、奥山　裕治副委員長

田中　隆弥委員、岡本　　厚委員、高原誠一郎委員

乾　　禎則委員、中西　博之委員、坂田　妙子委員

奥村　雅一委員、石田　貴子委員、青井　秀浩委員

國司　真相委員、子安　丈士委員　東浦　　敬委員

北川　智司委員、米良　朗子委員

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　鄭　詩頴　様

米山学友　　鄭　芝ｴｲ　様

米山奨学金授与

目標100％!! マイロータリー登録
　新たに、石田会員、國司会員、坂田会員にマイ

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28名になり、登録率が90.32％になり

ました。100％達成まであと少しです。　　

6月8日現在

6月の結婚記念日の会員はおられません。

6月のお誕生日お祝い



　　　　　　　　　　　 　

　　

大相撲池田くれは場所

　5月31日に、池田市役所で「大相撲池田くれは

場所」のプレス発表がありました。日本相撲協会

巡業部の千田川(元闘牙)親方と田中隆弥会長エレ

クト、高原誠一郎次年度幹事が出席しました。

　翌日の読売新聞にも記事が掲載され、たくさん

の問い合わせをいただきました。

「池田市長 倉田薫のとびある記 No.4212」にも

記事が載っておりますのでご一読下さい。

http://www.city.ikeda.osaka.jp/mayor/tobiaru

ki/back_number/1528072951594.html

ポスター掲示、チラシ配布のご協力も引き続き宜

しくお願いいたします。

親睦活動月間 リソースのご案内

　6月は、世界ネットワーク活動グループの一つ

　であるロータリー親睦活動月間です。

　6月の月間によせてのリソースをご案内させて

　いただきます。

< ウェブ掲載記事 >

●ロータリー親睦活動グループ
https://www.rotary.org/ja/our-programs/more-
fellowships

　親睦活動について情報をお探しの際は、まずこ

　ちらのページをご覧ください。各種グループ一

　覧を含め、参加方法や結成方法、必要資料につ

　いて説明した国際ロータリーの活動ページとな

　ります。こちらから各種リソースもダウンロー

　ドいただけます。

●趣味、友情、奉仕を一度に楽しめる「ロータリー親
　睦活動」
https://rotaryblogja.wordpress.com/2017/06/20/趣味、
友情、奉仕を一度に楽しめる「ロータリー/#more-794

　ロータリー親睦活動グループの始まりは、1929

　年にエスペラント語に関心を持つロータリアン

　が結成した非公式なグループにさかのぼります。

　ロータリー財団をユニークな方法で支援するグ

　ループもあります。

●夢見るジャズ愛好家ロータリアン
https://rotaryblogja.wordpress.com/2017/11/02/夢みるジ
ャズ愛好家ロータリアン
/?adbsc=social_20171102_1912681&adbid=4965368107
29510&adbpl=fb&adbpr=135976836785511#more-2653

　ドイツのロータリアンが2011年に結成した「ロ

　ータリアンのジャズ愛好家親睦グループ」の活

　動紹介です。約20か国に200人のメンバーがお

　り、「国際ジャズ＆青少年交換」やジャズバン

　ド「Rotary Jazztet」の結成など、精力的に活

　動しています。

< パワーポイント資料>

●ロータリー親睦活動グループ
https://my.rotary.org/ja/document/rotary-
fellowships-powerpoint

　ロータリー親睦活動について、写真を中心に概

　要、活動例、入会方法や結成方法についてまと

　められた資料です。親睦活動グループについて

　ご理解を深めたい方だけでなく、スピーチの際

　などにもご利用いただける便利なパワーポイン

　トの形式の資料となっております。



　前々々例会 5月14日分のメークアップ　　

　　　　田中会員　5月 7日　第11回理事会出席

    

　　

　　

1510 回 1507 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 3 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ９３.３３％  ９６.５５％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年6月4日  2018年5月14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

「中国語講座①」

担当　奥山　裕治　会員

担　当　乾　禎則　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。

ニ コ ニ コ 報 告

皆様あつくなってきましたが今年
度ももう少しであります。

6月25日　妻の誕生日です。

妻の誕生日です。

吉井会員写真ありがとうございま
した。

中国語忘れっぽい私ですがどうぞ
御指導よろしく!

妻の誕生日です。

先月結婚記念日でした。
（32年になります）
ネコがトラになりました!!

妻の誕生月です。

あつかったですね!!

あついです。

本日卓話当番です。

先週は司会にもかかわらずちこく
してしまいました。申し訳ござい
ません。

欠席おわび!

中国語講座楽しみです。

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

藤原　史郎　会員 …

松室　利幸　会員 …

吉井　順子　会員 …

山内　邦夫　会員 …

谷口　　浩　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 …

子安　丈士　会員 …

東浦　　敬　会員 …

坂田　妙子　会員 …

合 計　45,000円　 累 計　1,131,000円

卓話者　鄭　詩頴　様

卓話者　鄭　芝ｴｲ　様

6月4日の卓話
　乾　禎則会員より「事業承継税制のあらまし」に

ついてのワンポイントレッスンの後、米山奨学生の

鄭詩頴さんと、米山学友の鄭芝ｴｲさんによる中国語

講座がありました。


