
　　6月は親睦活動月間であります。

　RI理事会は各親睦のグループがプロジェクト活

動を通じてそれを祝う活動をするよう奨励してい

ます。クラブ奉仕の一貫として設置された親睦会

は会員相互の親睦を深め、結果「奉仕の理想」が

高められる事であります。

　今年度、我クラブも

①8月21日千里阪急ホテルのプールサイドで納涼

　家族移動例会

②10月2日服部会員の佛日寺において月見家族移

　動例会

③12月18日インターコンチネンタルホテル大阪で

　恒例のクリスマス家族移動例会

④3月5日曽根のラ・カーサ・ヒデにおいて

　1,500回記念家族移動例会

⑤そして5月20日貸切バスにて姫路城・好古園へ

　家族移動例会を開催させていただきました。

　その都度、企画して頂いたクラブ奉仕委員会メ

ンバーの皆様、またご参加頂いた会員並びに多く

のご家族の皆様には大変お世話になり感謝いた

しております。

　会員相互又、ご家族の皆様においても親睦が

深められ、その結果奉仕の心が高められた事を

実感致しました。
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ビ　ジ　タ　ー

「新年度方針」

　　　

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　
「バズセッション」

幹　事　報　告

①地区より、台湾東部地震義捐金の送付の報告が届 

　いております（会長、幹事宛）。

②米山記念奨学会より、第28回米山功労クラブの感

　謝状が届いております（会長、幹事宛）。

「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

  田中　隆弥   会長　
  高原誠一郎   幹事　
服部　潤承 副会長
藤原　史郎 副会長

目標100％!! マイロータリー登録

　新たに、谷口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29名になり

登録率が93.55％になりました。

　100％達成まであと少しです。　　

6月15日現在



　　

卓　　話

「ガバナー補佐訪問②」

国際ロータリー第2660地区
　第1組　パストガバナー
　　 熊澤　一郎　様

　本日は最終のガバナー補佐訪問をお受けいただ

き誠にありがとうございます。また例会に先立ち

第2回クラブ協議会にも参加させていただきまし

たことも重ねてお礼申し上げます。

　池田くれはロータリークラブにおかれましては

岸添会長のもと既に本年度の各事業を全て成功裏

に終えられ、35周年を迎えられる田中会長エレク

トの次年度に向けてのご準備も順調に進められて

おられることと存じます。

  さて本年度はイアン・ライズリーＲＩ会長の

「ロータリー変化をもたらす」、

  そして片山ガバナーの

「個性を活かし、参加しよう」のスローガンのも

と2660地区では

１．基本理念と奉仕活動の実践

２．戦略計画（3～5年の将来構想）の推進

３．（財）ロータリー米山記念奨学会設立50周年

    に因んだ事業

４．ポリオ撲滅

５．公共イメージの向上（またマイロータリー登

    録50％以上）

　のガバナー方針に従って運営を続けてまいりま

した。

　そして去る4月7日に開催されました次年度のた

めの地区・研修協議会において地区中期5カ年目

標として本日改めて配布させていただきました

「地区ビジョン」が発表されております。

　また現1組においても前期ガバナー補佐訪問を

皮切りに今年度は会長会を2回実施していただき、

隔月の幹事会、特に1月25日は幹事団が箕面RCの

例会にメーキャップ参加しそこで引き続き幹事会

を開催するなど新しい企画も実施していただきま

した。

　他にも豊中RC主管の7RC親睦ゴルフコンペ、若

手会の実施3回がありましたが、3月24日のロータ

リーデ―の午前中に開催されました若手会フレッ

シュロータリアン研修交流会は地区の行事として

米山財団50周年の年にふさわしい行事でした。特

に池田くれはRCからは地区米山奨学委員長でもあ

る田中会員に講師を務めていただき、また奨学

生・学友・カウンセラーからもご発表いただいた

ことで米山奨学制度への理解を一層深める良い機

会にしていただいたものと感謝します。

　そして岡本実行委員長のもと豊中南ロータリー

クラブでお世話になりました午後の1組ロータ

リーデ―では2部の市民コンサートとともに公共

イメージ並びに認知度の向上につながる、現1組

7RCの記念すべき「桜の森」が服部緑地公園内に

誕生するという素晴らしい事業を実施していただ

きました。皆様も機会があれば定期的に訪れてい

ただき桜の成長を見守っていただきますようお願

いいたします。

　最後に新1組がいよいよスタートしますが青山

ガバナー補佐のもと新たな素晴らしい運営が行わ

れますことを心より祈念させていただきます。

　本日は誠にありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　青山ガバナー補佐エレクトより、次年度の地区

方針について話していただきました。。

　次年度RI会長のテーマは「BE THE　INSPIRATION

インスピレーションになろう」ですが、山本ガバ

ナーエレクトは、地区ガバナーのテーマは設定せ

ず、「インスピレーションになろう」の考えをも

とに地区活動を行われます。「次年度の池田くれ

はロータリークラブは、多くの奉仕活動に取り組

まれるので、ぜひともRI会長賞を目指してくださ

い。」と、お言葉をいただきました。

（RI会長賞についての詳細はP4をご参照下さい）



　　　　　　　　　　　 　

　　

●米山功労クラブ

　クラブの特別寄付の累計が100万円に達したと

　き、米山功労クラブとして感謝状が贈られる。

　第2回目からは100万円ごとに感謝状が贈られる。

岸添　広一　会長 …

新谷　秀一　会員 …

沢田　武司　幹事 …

田中　隆弥副会長 …

岡本　　厚　会員 …

新田　耕平　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

子安　丈士　会員 …

米良　朗子　会員 …

熊澤ガバナー補佐、青山ガバナー
補佐エレクト　本日よろしくお願
い致します。

ガバナー補佐熊澤様 ガバナー補佐
エレクト青山様訪問感謝します。

熊澤一郎ガバナー補佐、青山快玄
ガバナー補佐エレクト、本日はあ
りがとうございます。

熊澤ガバナー補佐、青山ガバナー
補佐エレクトをお迎えして。

欠席おわび

熊澤一郎ガバナー補佐、青山快
玄ガバナー補佐エレクトをお迎
へして。

おつかれさまです!!

今月、主人のたん生日でした。
おしえて頂きありがとうございま
した。

若手会欠席してしまい申し訳ござ
いませんでした。

今度はお誕生日プレゼントを頂戴
しありがとうございました。慌た
だしい日々の中、自分の誕生日を
すっかり忘れておりました。あと
数日でまたひとつ歳を重ねる心準
備をしたいと思います。今月は本
日のみの出席となりますが～
申し訳ございません。（バッジ忘
れました。すみません。）

ニ コ ニ コ 報 告

合 計　27,000円　 累 計　1,158,000円

第28回米山功労クラブの感謝状授与

ビ　ジ　タ　ー

国際ロータリー第2660地区

IM1組ガバナー補佐

熊澤 一郎 様

（豊中千里RC）

鄭　　詩頴 様
米山奨学生   　     

国際ロータリー第2660地区

IM1組ガバナー補佐エレクト

青山 快玄 様

（大阪北梅田RC）

●ロータリーの友6月号推奨記事
6月はロータリー親睦活動月間です。

《横組み》

P7～13　特集　全国の植樹活動　一人1本の木を
　　　　  植えよう

　イアンH.S.ライズリーRI会長によります「アー

スデイまでにロータリアン一人につき少なくとも

一本の木を植樹しましょう」というお声かけによ

り各地区やクラブで盛んに植樹活動が行われ、そ

の様子がたくさん紹介されています。

P15　下段　こんなにあります、ロータリー親睦活動
　　　グループ　

　今月のロータリー親睦活動にともない、たくさ

んの親睦活動グループ紹介が書かれています。

日本ではなじみの少ない、かなり興味深そうな活

動が多くあります。

　週報1510号でリソースとして案内しております

ので、詳しくはまたそちらをご覧ください。

P23　下段　さいたま大空RCが創立5周年!

　第2770地区のさいたま大空RCが創立5周年記念

式典を迎えられた様子が書かれていますが、この

クラブは非常に珍しく「財団学友と米山学友を会

員の中心とする」世界初のクラブだそうです。

Pick Up ロータリーの友



　前々々例会 5月20日分のメークアップ　　

　服部会員　5月 7日　第11回理事会出席

　中西会員　5月17日　2017-18年度第11回ロータリー財団委員会
　　　　　　　　　　 出席

　國司会員　5月23日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

　東浦会員　5月27日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席　　　

  石田会員　5月28日　ワールド大阪ロータリーEクラブ出席

　池田会員　5月30日　池田ロータリークラブ例会出席

　奥村会員　5月30日　池田ロータリークラブ例会出席

　坂田会員　5月30日　日本ロータリーEクラブ出席

　田中会員　6月 2日  2018-19年度のための会員増強セミナー
                     出席

　　

1511 回 1508 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  10 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 21 名 16 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 2 名

Ｇ メークアップ数 9 名

出 席 率 　 ％ ８３.８７％  ９６.４３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年6月11日  2018年5月20日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

5

国際奉仕委員会事業について 

  

出　席　報　告クラブ協議会

合 計　45,000円　 累 計　1,131,000円

　熊澤一郎ガバナー補佐、青山快玄ガバナー補佐

エレクトをお迎えして、6月11日17時よりレスト

ランブリッジにて第2回クラブ協議会が開催され

ました。

　沢田幹事の司会でスタートし、岸添会長の開会

の挨拶の後、熊澤ガバナー補佐、青山ガバナー補

佐エレクトよりご挨拶をいただきました。

　その後、各委員会報告があり、田中会長エレク

トより次年度の運営方針の発表があり、地区委

員会出向の役員より活動報告がありました。

　最後に熊澤ガバナー補佐より総評をいただき、

加藤副会長の閉会挨拶で締めくくりました。

　新しい会員の参加も数名あり、充実した会議と

なりました。

●RI会長賞とは

　ロータリークラブ、ローターアクトクラブ、イ

ンターアクトクラブは、ロータリーとクラブを強

化することを目的とした各種目標を達成すること

で、会長賞を受賞することができます。

　目標には、会員増強、持続可能なプロジェクト

の立案、ロータリー財団への寄付、地域社会での

ロータリーの認識向上が含まれます。

　ロータリークラブの会長賞とは、ロータリー会

長賞パンフレットに記載されている項目を年度末

までに達成したクラブが受賞できます。すべての

活動は、6月30日までに完了・報告し、ロータリー

のデータベースに反映される必要があります。

　クラブがすでに達成した項目は、ロータリー会

長賞ダッシュボードから確認できます。

　こちらから、リソースや案内パンフレットが紹

介されています。

https://my.rotary.org/ja/news-media/office-

president/rotary-citation

　


