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9月3日(月)

「クラブフォーラム①」

熱烈歓迎！　國際扶輪3481地區　台北老松扶輪社

　皆さんこんばんは。7月30日の会長の時間です。

　本日は多くのゲスト、ビジターをお迎えしてお

ります。順番にご紹介させて頂きます。

①池田RCより、井上裕子（やすこ）会長、

　柴田宜孟（のりたけ）幹事です。

  池田RCは、今年度クラブ創立65周年を迎えられ

ます。記念すべき年度に満を持して井上会長が就

任されました。柴田幹事は5年前のクラブ創立60

周年時に幹事を務められ、前々年度には会長を、

そして今年度再度幹事を務められます。入会して

8年目、まだ40歳代の精鋭で将来がとても楽しみ

な逸材です。

　それでは井上会長、一言ご挨拶をお願いします。

②地区米山奨学委員会の岡部倫正（のりまさ）委

  員長です。

  私が前年度まで同委員会出向時に大変お世話に

なりました。今年度より当クラブの坂田会員が出

向しております。坂田会員のこともよろしくお願

い致します。岡部委員長の所属する大阪城南RCは

今年度創立50周年を迎えます。クラブでは幹事を

務められ、岡部委員長もまだ40歳代で将来有望な

逸材です。本日は、当クラブが8月17日～19日に

実施するスマイルキャンプにお嬢さんが参加され

るということでご挨拶に来会されました。

③米山奨学生学友会（関西）元会長何玉翠（ホー

  ユツイ）様とご主人の北山治信様です。

　何様には、私が地区米山奨学委員会出向時にと

てもお世話になりました。改めて御礼申し上げま

す。北山様は元東大阪みどりRCのメンバーで、

2014年12月に服部副会長、正岡会員と私の4人で

チーム北山として台湾のRCの例会めぐりをしまし

た。その時たまたま本日多数ご来会くださり、9

月に友好クラブを締結する台北老松RCを訪問しま

した。北山様には今回の友好クラブ締結に際し、

多大なるご尽力を賜りました。誠にありがとうご

ざいました。

④米山奨学生の鄭詩頴さんです。今日は台湾から  

　のお客様の通訳係です。よろしくお願い致します。

⑤米山学友の鍾允順君です。鄭さんと同じく台湾 

　からのお客様の接待係をお願いしております。

⑥アサンプション国際中学校高等学校、副校長丹

　澤直己先生と松平麻也先生です。そして、7月1

　日付で国際ロータリーより認定され、池田くれ

　はロータリークラブが提唱しました

　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（IAC）の皆さんをご紹介いたします。どうぞ、

前にお進みください。

　会長　古渕日菜（ふるぶち ひな）さん　高１

　幹事　元木玲那（もとき れいな）さん　高１

　副会長　川端香佳（かわばた きょうか）さん 中３

　会計　大村　初（おおむら うい）さん　中３

　理事　柳井剣心（やない けんしん）君　高１

　　　　深山千穂（ふかやま ちほ）さん　中１

  なお、古渕会長、元木幹事、川端副会長、柳井

理事、丹澤先生、松平先生と当クラブの高原幹事

と私の8名が、8月2日から5日まで、台中での海外

研修に参加します。

　それでは、アサンプション国際中学校高等学校

IAC会長の古渕日菜さん、一言ご挨拶をお願いし

ます。

⑦台北からのお客様をご紹介致します。

　台北東海RC　元会長　PP　Index（陳思乾）

　台北老松RC　会長　　P　Rebecca（陳秀敏）

　　　　　　　創立会長CP　Archi（陳俊宏）

　　　　　　　前幹事　Sally（張秀誼）

　　　　　　　幹事　　S.PP　Tina(劉淑媛)

　　　　　　　元会長　PP　Alan（游家彰）

　　　　　　　会長ｴﾚｸﾄ PE　Real（胡善棚）

　　　　   　　　　　次頁へ

ニ  コ  ニ  コ  報  告 出　席　報　告

1516 回 1513 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 28 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　2　名 　4 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 28 名 24 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ９３.７５％   ９０.６３％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年7月30日  2018年7月2日

合 計　95,000円　 累 計　212,000円

米山学友         鍾　允順　   様

第2回理事会議事録

「委員長担当卓話」

田中　隆弥　会長 …

池田RC会長
　井上　裕子　様 
池田RC幹事
　柴田　宜孟　様

台北老松RC　　　 …

地区米山奨学委員長
　岡部　倫正　様 …

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 …

松室　利幸　会員 …

今井　卓哉　会員 …

正岡　　哲　会員 …

吉井　順子　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

國司　真相　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕冶　会員 …

北川　智司　会員 …

台北老松（タイペイラオソン）RC
の皆さん、台北東海RC陳思乾（チ
ン シチャン）さん、地区米山奨
学委員会岡部委員長、池田RC井上
会長、柴田幹事　他多くのゲス
ト、ビジターをお迎えして。

本日はお世話になります。
一年間よろしくお願い致します。

池田くれはロータリークラブの、
ますますのご繁栄を祈念して

8/17のスマイルキャンプに娘が参
加させて頂きますのでごあいさつ
におうかがいしました。よろしく
お願い致します。

台湾東海、老松RC、池田RC、イン
ターアクトクラブ、アサンプション
国際中学校高等学校のご関係者、米
山奨学ご関係者の皆様、ようこそ池
田くれはRCへいらっしゃいました。

多くのお客様をおむかえして。

台北老松RCの皆さん、アサンプ
ション国際中高の皆さんようこそ
おいで下さいました。

台北老松RCの皆様ようこそおこし
下さいました。大歓迎致します。

老松RCの皆様インターアクトクラ
ブの皆様心より歓迎いたします。

本日は数多くのビジターの皆様
ようこそお越しいただきました。

台北老松RC東海RCの皆さんアサン
プション国際中高等学校の皆様よ
うこそ

ようこそ池田くれはロータリーク
ラブへ!

たくさんのお客様をお迎えして!

老松ロータリークラブの皆様よう
こそ熱烈歓迎致します。アサンプ
ション国際中学校高等学校の皆様
ようこそおこし下さいました。あ
りがとうございます。

ようこそ池田市へ
ようこそ池田くれはへ

ロータリー財団委員長卓話よろし
くお願い致します。

みなさま、ようこそ!!

欠席おわびです。

卓話させていただきます。

ようこそ池田くれはRCへ

こんな日に限ってジャケット忘れ
ました

ビジターのご紹介については、会長の時間をご参照
下さい。

 

…

米山奨学生    鄭  詩頴　      様

台北東海ロータリークラブ
Rtn.　PP Index

台北老松ロータリークラブ
Rtn.　P Rebecca Rtn.　CP Archi
Rtn.　Sally Rtn.　S. PP Tina
Rtn.　PP Alan Rtn.　PE Real
Rtn.　PP Jade Ann.　PP Jade
Rtn.　 PP Fortune Ann.　PP Fortune

池田ロータリークラブ
会長　井上　裕子　様
幹事　柴田　宜孟　様

アサンプション国際中学校高等学校

前々々例会　7月 2日分のメークアップ　　　

中西会員　7月12日　2018-19年度第1回地区ロータリー財団委員会出席

  

副校長    丹澤直己     様 

 IAC顧問 松平麻也 　様　
IAC会長  古渕日菜     様　　

地区米山奨学委員会
委員長 　岡部 倫正　様(大阪城南RC）　

米山奨学生学友会(関西)
元会長   何玉翠　様　

北山　治信　様　　

IAC幹事  元木玲那     様　　

IAC副会長  川端香佳    様　　

IAC会計  大村　初     様

IAC理事  柳井剣心　様　
　IAC　       深山千穂　様

担　当　職業奉仕委員会
国際奉仕委員会

「新会員自己紹介」

米良 朗子　会員

審議事項
第1号議案　2017-2018年度決算書について

　　　　　　承認

第2号議案　「平成30年7月豪雨」義捐金について

　　　　　　33,000円を拠出する。

　　　　　（会員1人当たり1,000円で計算）

　　　　　　承認

第3号議案　その他

報告事項
（1）大相撲池田くれは場所の進捗状況

　　 残ったチケットの販売方法について今後検

　　 討していく。

（2）2018-2019年度補正予算書について報告がさ

　　 れた。

日時　2018年7月30日　17：00～17：30

場所　ブリッジ

理事数　11名

出席者（敬称略）

理　事　8名

田中、高原、藤原、服部、岸添、沢田、乾、松室、

オブザーバー　1名

青井　

欠席者（敬称略）

岡本、池田、今井、中西 

担　当  北川 智司　会員
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新 年 度 方 針

   ロータリー財団小委員会 委員長　
　　 　　中西　博之 会員

 ロータリアンからロータリー財団への寄付は、そ

の寄付金が「何に使われるか」によって、年次基金

寄付・ポリオプラス基金寄付・恒久基金寄付の3種

類に分類されます。

1.年次基金寄付

 年次基金寄付は、各クラブの奉仕活動への補助金

の財源になります。当クラブでも去年11月「移動動

物園」という補助金事業を行ったことは記憶に新し

いところです。同じような事業を他のクラブも行っ

ています。今年度、当地区内で39件もの補助金事業

が予定されています。たとえば、東日本大震災の復

興支援3件、児童養護施設への支援4件、子どもの登

下校の安全確保4件、障がい者の支援6件、海外の発

展途上国への支援も多数予定されています。

2.ポリオプラス基金寄付

 ポリオプラス基金寄付は、ポリオを撲滅させると

いう世界規模のロータリー活動の財源になります。

3.恒久基金寄付

 「恒久」という文字どおり、寄付された恒久基金

寄付には手をつけず、そのまま管理されます。恒久

基金寄付は、世界大戦並の異常事態が発生し、ロー

タリーの存続も危うくなったような時に活用される

と言われています。恒久基金寄付は別として、年次

基金寄付とポリオプラス基金寄付の合計で、「1会

員の年間目標20ドル（≒22,000円）」と設定されて

います。当クラブでは、従来、これらの寄付金を会

費と一緒に「自動徴収」していましたが、今年度、

大きな変更点として、「自動徴収」が無くなりま

す。そこで、11月（財団月間）に寄付のお声掛けを

させていただくことになると思われます。その際は

どうぞご協力をお願いいたします。

新 年 度 方 針

    米山奨学小委員会 委員長　
　　  　坂田　妙子 会員

●7月号推奨記事

P 1～ 3　ガバナー就任挨拶・今年度の方針

P 7　　  2018－19年度のための地区研修・協議会 

         概要報告

 週報1504から1506において委員長報告掲載

P20～21　2018-19年度国際ロータリー第2660地区

         組織図

 新谷PG（地区諮問委員会）、田中隆弥会長（ガバナー

 補佐エレクト）、高原誠一郎幹事（インターアクト委

 員会）、中西博之会員（ロータリー財団委員会）、

 今井卓哉会員（RYLA委員会）、坂田妙子会員（米山奨

 学委員会）、奥山裕治会員（社会奉仕委員会）  掲載   

会員の方々の理解をいただける為に活動をしたいと

思います。

 2018〜2019年度のガバナー方針は1人普通寄付5000

円、特別寄付25000円以上を掲げています。普通寄付

は定期寄付です。特別寄付は任意寄付になります。

　皆さんのご協力を是非賜りたいと思います。

田中社長您好:

首先，非常感謝您在7/30的盛情招待及安排參觀泡

麵博物館，讓我們對池田市，有了初步的認識。

也感謝貴社社友們，在例會時熱情的接待與介紹，

讓我們對貴社有更進一步的了解。

此次，我們老松扶輪社的訪問行程，可以説是收獲

滿滿，圓滿達成我們此行的目的。

再次向您及社友們，表達誠摯的謝意。

在此，也代表台北老松扶輪社社長Rebecca及全體

社友，邀請田中社長及貴社社友參加台北老松扶輪

社12週年社慶晚會。

時間:2018年9月27日17:50。

邀請函將於8月底寄送。相關細節，將再與田中社

長聯絡説明。

謝謝您。                      

REAL  敬上

田中会長こんにちは:

まず、7/30のご馳走とラーメン博物館のご招待し

ていただき、まことにありがとうございました。

池田市のことを少しだけ知ることができた。池田

くれはRCの全員にも感謝致します。例会でとても

親切に接してくれて、いろいろ紹介してくれて、

理解が一層深まりました。

今回われわれの訪問は、まさに収穫がいっぱいで、

円満で、目的を達成しました。再び、あなた及び

ロータリアンたちに、感謝を申し上げます。

ここで私は、台北老松扶輪社の会長Rebecca及び

会員たちを代表し、田中会長及び池田くれはRCの

会員たちを誘って、台北老松扶輪社12週年のお祝

いパーティに参加させたいです。

時間:2018年9月27日17:50。

招待状は8月の末に送ります。詳しいことは後日

また田中社長と連絡して説明します。

ありがとうございました。よろしくお願いいたし

ます。                    

  REAL  より

幹　事　報　告

①本日17時より、第2回理事会が開催されました。

②地区より、2018-2019年度地区大会登録につい

　ての案内が届いております（会長、幹事宛）。

③8/6、8/13の例会は、休会となっておりますの

　でご注意ください。

 この米山奨学事業は皆さまもご存知のように、国

際人材育成事業です。

 他の奨学事業と違う所はカウンセラー制度がある

事です。私達カウンセラーは、皆さまと奨学生との

パイプ役だと思っています。職業人の宝庫である

ロータリアンと奨学生が交流を持つ事で、ロータ

リー精神を学び、その活動や日本人の心に触れる機

会が得られます。奨学生を私達の手で育て、国際人

材育成事業として社会に奉仕をするこの米山事業

は、とても素晴らしい事業だと思います。そしてこ

の米山奨学生制度は正にメイドインジャパンのロー

タリーの奉仕プロジェクトそのものです。

 継続は正に50年以上、昨年財団法人として50年を

迎えました。

  奨学期間を過ぎた後は学友会に入ります。学友会

は世界の平和を願う心を持つという事業創設の願い

が込められながら日本と世界の架け橋となっていき

ます。

 2017年度の財団法人として創立50周年を迎えた事

業とし感謝in熊本があります。これは学友の方々

が、2016年の東日本大震災を支援しようと開催場所

を熊本にしました。2017年8月26日に全国のロータ

リアン、そして学友は日本以外にタイ、台湾、マ

レーシア、ベトナム、ネパール、韓国、モンゴルの

学友、全て合わせて参加者455名が熊本に集合致し

ました。益城町飯野小学校へは関西学友会20万円、

モンゴル学友会と台湾学友会は各10万円ずつ合計40

万円の寄付をしに、益城町を訪れました。そして別

に熊本復興支援の寄付額100万円を別に寄付をしま

した。そしてそれ以上の寄付とし、現地に455名が

集まるということはどれだけの金額が熊本に落ちる

か一番の支援だと思います。

  米山奨学生はロータリアンにより感謝の気持ちを

学び世界の平和を学友全てのパワーで立ち向かえま

す。それだけ強い力を持っています。

 奨学生はロータリアンの寄付によりその年の人数

が決まります。私は1人でも多くの奨学生を受け入

れてあげたいと思っています。その為には、皆さま

 

　

前頁より

　　　　　　　元会長　PP　Jade(陳銘義)

　　　　　　　令夫人  （陳秋燕）

　　　　　　　元会長　PP　Fortune（盧福生）

　　　　　　　令夫人  （林英琴）  　  　

　4年前に台北老松RCを訪問し、前々々年度（松

室年度）より友好クラブの検討を始め、前々年度

（藤原年度）で本格的に調査を開始し、前年度

（岸添年度）に台北老松RCと友好クラブを締結す

ることを決定し、今年度9月29日、台北老松RC創

立12周年記念式典の場において友好クラブ締結式

を執り行う予定です。

　それではRebecca会長、一言ご挨拶をお願いし

ます。　

　以上で、ゲスト、ビジターのご紹介を終わりま

す。皆様どうぞごゆっくりお過ごしください。

幹　事　報　告

8月のお誕生日

吉井　順子　会員　8月 5日

岸添　広一　会員　8月 5日

谷口　　浩　会員　8月10日

子安　丈志　会員　8月24日

庄田佳保里　会員　8月12日

米良　邦弘　　様　8月11日

子安　みどり　様　8月30日

台北老松RCよりお便り


