
7月9日(月)

担　当 社会奉仕委員会

青少年奉仕委員会

会長の時間  　　会長  田中隆弥
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幹　事　報　告

7月16日(月)

～　例会休会　～

海の日

々
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7月23日(月)

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

「委員長担当卓話」 「委員長担当卓話」

　皆さん、こんばんは。7月2日、本年度初例会の

会長の時間です。一年間、どうぞよろしくお願い

致します。

　本日は、守口ロータリークラブからRID2660米山

奨学委員会副委員長の廣瀬彰久様、青少年奉仕担

当ローターアクト委員長の井上智裕様、米山カウ

ンセラーの松本かおり様をお迎えしております。

廣瀬様は私が地区米山奨学委員会に出向時に大変

お世話になりました。また今年度から当クラブの

坂田妙子会員が出向します。坂田会員のこともよ

ろしくお願い致します。

　またRID2650米山学友の周瑋生様と当地区の米

山奨学生凌奕樹さん、鄭詩頴さんをお迎えしてお

ります。周さんは今年1月15日にも当クラブに来

会してくださいましたが、RID2650米山学友会名

誉会長で立命館大学の教授です。10月22日に当ク

ラブで卓話をお願いしております。どうぞよろし

くお願い致します。凌さんは周さんの研究室に配

属されており、鄭さんとは当地区の米山奨学生の

同期です。鄭さん、先程はスピーチをありがとう

ございました。以上6名のビジターの皆さん、ご

ゆっくりおくつろぎください。

　さらに中村武さん、庄田佳保里さん、ご入会お

めでとうございます。末永くよろしくお願い致し

ます。

　本日17：00よりブリッジにて第1回理事会が開

催され、池田吉清会員が2020-2021年度会長に指

名され、承認されましたことをご報告致します。

　今後異議申立期間を経て、12月10日の年次総会

にて採択され、会長ノミニーとなります。

2018-19年度　クラブ常任委員会活動方針
【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

・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

　（7月30日来会、9月27日締結式）。

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、アサンプション国

　際中学校高等学校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。

ニ  コ  ニ  コ  報  告

1年間、よろしくお願い致します。

本日より一年間、よろしくお願い
致します。

本年度副会長を勤めさせていただ
きます。よろしくお願いします。

今年度も宜しくお願い致します。

田中会長年度を祝して。

本年度第一例会おめでとうござい
ます。

田中会長、高原幹事1年間よろし
くお願いいたします。

今年度、1年間宜しくお願いしま
す。

1年間宜しく!

田中隆弥会長、高原誠一郎幹事、
皆様、今日から1年間よろしくお
願いいたします。

7月14日パリ祭の生れ

本年もよろしく
年寄りをイジメナイでね。

新年度田中会長よろしく

新年度初例会おめでとうございま
す。田中会長はじめ新執行部の御
活躍をお祈りします。本年もどう
ぞよろしくお願いします。

今年度頑張れ～!!

本年度も良い年であります様に!!

素晴らしいスタートとなりますよ
うに・・

今年度もよろしくお願いします!!

田中会長1年間よろしくお願いし
ます。

今年度もよろしくお願いいたしま
す。

欠席おわびします。

先週は弊社みずほ証券がシステム
障害でお騒がせいたしました。
今年度も一年間よろしくお願いし
ます!

2018-2019年度創立35周年の今期
も宜しくお願い致します。

田中会長、高原幹事1年間宜しく
お願いします。

今年度もよろしくお願いします。

6月は欠席し、申し訳ございませ
んでした。7月は皆勤目指しま
す。皆様地震は大丈夫でしたで
しょうか？

田中　隆弥　会長…

高原誠一郎　幹事…

藤原　史郎副会長 …

服部　潤承副会長…

岸添　広一　会員 …

岡本　　厚　会員 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

池田　吉清　会員 …

今井　卓哉　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

山内　邦夫　会員 …

正岡　　哲　会員 …

新田　耕平　会員 …

谷口　　浩　会員 …

加藤　光祥　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

國司　真相　会員 …

子安　丈士　会員 …

東浦　　敬　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

北川　智司　会員 …

米良　朗子　会員 …

出　席　報　告

1513 回 1510 回

Ａ 会員数 33 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　4　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 4 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％ ８７.５０％ ９３．３３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年7月2日  2018年6月4日

前々々例会　6月4日分のメークアップ　　　

　なし

合 計　76,000円　 累 計　76,000円

守口ロータリークラブ

青少年奉仕担当ローターアクト委員長

米山奨学生　鄭　詩頴　様

ビ　ジ　タ　ー

　井上　智裕　様

守口ロータリークラブ

地区米山奨学委員会副委員長

　廣瀬　彰久　様

守口ロータリークラブ

米山奨学生カウンセラー

　松本かおり　様

国際ロータリー第2650地区

米山学友 　周　瑋生　様

米山奨学生　凌　奕樹　様

7月の結婚記念日お祝い

長嶋貞孝・安規子  ご夫妻　

     平成10年7月28日
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幹　事　報　告

①本日17時より、第1回理事会が開催されました。

②地区より、2018‐19年度　合同地区委員会の案内

  が届いております（各地区委員宛）

③地区より、IM第1組　会長・幹事会のご案内が届

  いております（会長、幹事宛）

④７月のロータリーレートは１ドル110円です。

⑤本日例会より、実費負担による食事、ドリンクと

　なっておりますが、料金回収が非常に煩雑になる

　ことから次回例会よりクラブ内でのみ有効な食事

　券を受付にて販売いたします。食事券は10枚綴り

　となっております。

日時 2018年7月2日　17：00～18：00

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　被選理事会（第1回～第6回）におけ　

　　　　   る各承認済事項の理事会における一

　　　　　 括承認について

　　　　　　承認
第2号議案　関係諸団体会費の拠出について

　　　　　 例年通りとする。

　　　　　　承認
第3号議案　2018-2019年度　予算書承認の件に

           ついて

           一括して、創立35周年記念事業の枠

           の中で1つずつ決算書を作る。

           予算の執行は項目が大変多いので、幹

           事に一任し、理事会へは報告事項とし

           てあげる。

　　　　　　承認
第4号議案  2020-2021年度　会長指名の件に

           ついて

　　　　　 池田吉清会員を指名する。

　　　　　　承認
協議事項
第1号議案　創立35周年記念事業について

●台北老松RCについて

　台北老松RCのメンバー及び関係者が7月30日の例

  会に11名当クラブへ出席される予定。9月27日、

　28日に台北老松RC創立12周年記念式典への参加の

　ため、当クラブから10名訪問予定、会員で10名が

　望ましいが達しない場合米山奨学生や学友を募集

　する。1人あたり5万円補助する。

●ランドセル寄贈事業について

　ミャンマーでのランドセルの贈呈式が1月19日に

　になっているが、土曜日のため日程調整をする予

第1回理事会議事録

　定。当クラブから5名訪問予定、1人あたり10万円

　補助する。

●インターアクトクラブについて

　インターアクトクラブの学校長と顧問の先生方　

　が7月9日の例会に3名当クラブへ出席される予定。

　生徒は7月30日に数名出席予定。

●青少年交換について

　青少年交換はインターアクトクラブの会長を推薦

　予定。実施は次年度の予定。　

●スマイルキャンプについて

　定員に達したので締め切る。

●大相撲池田くれは場所について

　池田市が巡業地なので池田市長に挨拶依頼と席　

　を用意する予定。

　警察署長への協力要請を松室実行委員長が依頼　

　済み。

報告事項　地区委員の地区セミナー・会議出席　　

　　　　　後の会員への報告について

　　　　　池田くれはRCより5名出向している　　

　　　　　が、今年度より例会にて会議報告と　　

　　　　  週報への掲載記事提出をお願いする。

　次回からは、理事会の開始時間を17：30とする。

以上

　　　　　　

新 年 度 方 針

服部 潤承 副会長

田中 隆弥 会長

藤原 史郎 副会長

高原誠一郎 幹事

　会長方針は、週報No.1513をご参照ください。

　本年度副会長を務めさせていただくことになりまし

た。クラブ運営に関しましては、クラブ奉仕委員長で

ある服部潤承副会長が務められます。本年度会長の田

中隆弥会長は、地区のガバナー補佐エレクトも兼任さ

れている関係上、例会を欠席されることも予想されま

す。その会長代行として、微力ながらお手伝いできれ

ばなということで副会長を承諾させていただいた次第

であります。国際奉仕委員長も兼任しております。

会員皆様のご協力、よろしくお願い申しあげます。

新会員ご紹介　

庄田佳保里さん

中村　武さん

2018-19年度国際ロータリー第2660地区の地区ビジョン

➀私たち第2660地区はRIテーマ『インスピレーション

　になろう』を理解し、地域の特性にあった活動をす

　ることにより具現化します。

➁ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、

　世界及び地域社会で良い変化を生み出します。

➂それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」クラ

　ブになることを目指します。

2018-19年度池田くれはRC田中隆弥会長のテーマ

『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RCの会員で良かったと思える一年に

～』の実現にむけて、親睦活動・出席・歌唱小委員会

(奥山委員長・山内会員・高橋会員・國司会員・子安

会員・東浦会員・坂田会員・米良会員・中村会員・庄

田会員)とプログラム・会報広報雑誌小委員会(石田会

員・青井会員・今井会員・服部)は、一意専心頑張っ

てまいりますので、宜しくお願い致します。

　本年度、田中会長のもとで幹事を拝命いたしました

高原でございます。幹事就任にあたりまして、ご挨拶

申し上げます。

　私はロータリー歴も浅く幹事という大役を全うでき

るか、大変不安ですが、田中会長の常に前向きな方針

に沿って、会員皆様のご協力のもと幹事という大役を

こなしていけるように精一杯努力してまいりたいと

思っております。田中会長を補佐しスローガンの実現

に向けて、頑張りたいと思っております。会員の皆様

方の一層のご支援、ご協力をお願い申し上げまして就

任のご挨拶とさせていただきます。

直前会長へ花束贈呈

岸添直前会長1年間お疲れ様でした。

ようこそ池田くれはロータリークラブへ


