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9月10日(月)

「委員長担当卓話」

　皆さんこんばんは。8月20日の会長の時間です。

本日は大阪南RCより、会長小林二郎様、地区大会

実行委員会本会議委員長小林豊光様、同副委員長

細川祐介様、同委員熊谷幸治様、草島葉子様、小

畑剛平様をお迎えしております。後ほど地区大会

のPRをお願い致します。また茨木西RCより、秋の

RYLA実行委員会副実行委員長角谷真枝様をお迎え

しております。後ほど秋のRYLAセミナーのPRをお

願い致します。そして米山奨学生の鄭詩頴さん、

ようこそ！スマイルキャンプでは大活躍でしたね。

お疲れ様でした。

　皆様、どうぞごゆっくりおくつろぎください。

8月17～19日、箕面市立青少年教学の森野外活動

センターにおいて、池田くれはRC創立35周年記念

事業　

スマイルキャンプ　～2018年夏『自然と遊ぼう』～
を開催しました。好天に恵まれ、事故もなく、当

クラブメンバーの奮闘もあり無事に終えることが

できました。詳細は、後ほど今井卓哉スマイルキ

ャンプ担当委員長に報告して頂きます。

ロータリーの歴史に学ぶ②

３．ロータリーの卓話

　第３回例会で初代会長に選ばれたシルヴェスタ

ー・シールは、その時自身の職業である石炭業界

の話をしたと記録に残され、これがロータリーの

卓話の始まりと伝えられています。

　第７回例会以降、会合が食事つきになると、欧

米の習慣であるafter-dinner speech＝卓話を取

り入れたのも自然の成り行きでした。現在の各ク

ラブの例会では卓話の時間を30分間と定めている

のが一般的です。

　昼食時に開催される多くのクラブの例会では、

例会場に到着した人からそれぞれに昼食を始める

というクラブが多いようです。夕刻の例会でも同

様に、夕食の後から例会に入るというクラブが多

く見受けられます。この形が本来のafter-dinner 

speechなのでしょうが、何らかの理由があって例

会開始時刻ギリギリに来場した会員が、例会中の

会長の時間や卓話の時間に食事をするという状況

を避けることができません。

　それならばということで、例会を定刻に始め、

例会終了後に食事の時間を持つというクラブが現

れました。その方が食事の時間をゆっくりとれる

上に、自由な会話を通じて親睦を深めるというメ

リットがあります。

　『ロータリーの歴史に学ぶ』を発行された東大

阪みどりRCは夕刻の例会ですが、創立3年目に食

事を例会中から例会後に変更しています。

　池田くれはRCでも今年度から食事を例会中から

例会前に、さらに希望者のみ食事を注文するよう

に変更しています。

４．会員の絆　

　会員の絆・親睦を重視してきたロータリーでは、

例会への出席を義務化してきました。それが、４

回連続して例会を欠席した場合には会員資格を失

うという申し合わせであり、長く継承されてきま

した。実はこの申し合わせは一業種一会員制とと

もに、初回会合で決められたことだと言われてい

ます。

　標準ロータリークラブ定款第15条第4節　終結

－欠席　に出席について定められています。しか

し新たに定められた標準ロータリークラブ定款第

７条　例会と出席に関する規定の例外　により、

例会出席を義務としないことが事実上可能となり

ました。ただしクラブは少なくとも月に2回例会

を行わなければならないとされています。

　2016年の規定審議会において、柔軟運用ルール

の適用が認められました。2660地区では、変更な

しが29クラブ、何らかの変更したが27クラブ、検

討中が9クラブとなっています（8月20日第1回ク

ラブフォーラム配布資料より抜粋）。

ニ  コ  ニ  コ  報  告 出　席　報　告

1517 回 1514 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 25 名 28 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　3　名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 28 名 26 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 　 ％ ９０.６３％   ９６.７７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年8月20日  2018年7月9日

合 計　72,000円　 累 計　284,000円

米山学友         鍾　允順　   様

(ニコニコ報告続き）

「新会員自己紹介」

田中　隆弥　会長 …

大阪南RC　会長
　小林　二郎　様 …

茨木西RC
秋のRYLA実行委員会
副実行委員長
　角谷　真枝　様 …

池田RC　
　服部　盛隆　様 …

東大阪RC
地区RYLA委員会委員長
　浜谷　和也　様 …

高原誠一郎　幹事 …

服部　潤承副会長 …

岸添　広一　会員 …

沢田　武司　会員 …

松室　利幸　会員 …

今井　卓哉　会員 …

新田　耕平　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

青井　秀浩　会員 …

子安　丈士　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

北川　智司　会員 …

大阪南RC地区大会実行委員会の皆
様、茨木西RC秋のRYLA実行委員会
副実行委員長をお迎えして。

本日は貴重な例会のお時間を頂戴
して申し訳ありません。12月7日・
8日の地区大会で皆様にお会い出
来る事を楽しみにしております。

秋のライラ登録宜しくお願いいた
します。米山奨学生鄭さんは受講
生で如何でしょうか？

大相撲池田くれは場所ご苦労様で
す。大成功を心からお祈り申し上
げます。

スマイルキャンプでは、東大阪
ロータリークラブから参加の子供
達2人がお世話になりました。あ
りがとうございました。

大阪南RCの皆様、茨木西R秋のラ
イラ副実行委員長様ようこそ。ス
マイルキャンプお疲れ様でした。

クラブフォーラム①クラブ奉仕委
員会委員長が担当します。

誕生日です。

スマイルキャンプ無事に終わって
よかったです。

スマイルキャンプ関係者の皆さん
3日間お疲れ様でした。

スマイルキャンプ無事に終わりま
した。皆様お疲れ様でした。

スマイルキャンプ、暑い中お疲れ
様でした。

久々に孫たちに会い元気をもらい
ました。

キャンプおつかれさまです!!

バッジ忘れました。

スマイルキャンプ息子がお世話に
なりありがとうございました。
甥っこもお手伝いがんばってくれ
ました。

スマイルキャンプおつかれ様でし
た。ウチの子が大変お世話になり
ました。

スマイルキャンプおつかれ様でし
た。とてもよい経験とさせていた
だき感謝します。

スマイルキャンプお疲れ様でし
た。

残暑お見舞い申し上げます。

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 9日分のメークアップ　　　

　岡本会員　7月 2日　第1回理事会出席

  

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

国際奉仕委員会

「新会員自己紹介」

庄田佳保里　会員

担　当 中村　  武　会員担　当　職業奉仕委員会 担　当  北川 智司　会員
米良 朗子　会員

中村　　武　会員 …

庄田佳保里　会員 …

キャンプに参加出来なくてすみま
せん。

楽しみながら学ばせていただきた
いと思います。

●スマイルキャンプへご参加された方（保護者）

　よりご感想をいただきました。

　スマイルキャンプに参加させていただきありがと

うございました。万全の受入をしていただき、池田

くれはロータリークラブの方々にとても感謝してい

ます。

　子供達は初めてのお友達とも仲良しになり、しっ

かり楽しんだようでいろいろな感想を聞かせてくれ

ました。手作りのスプーンがとても気に入り、帰宅

してからも喜んで使っています。カートンドックや

菓子パンバイキングが楽しくてたくさん食べたこと

や、ハイキングで見た景色、キャンプファイヤーの

ダンスが印象的だったそうで、次回もあるならぜひ

参加したいとのことでした。

感謝状授与 田中隆弥前年度地区米山奨学委員長

スマイルキャンプ
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第1回クラブフォーラム

クラブ奉仕委員会委員長　服部潤承　会員

 　　　　   クラブ奉仕委員会
「クラブ奉仕に関するアンケート結果」ほか
　　  　

●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   

(24)うまくいっていない要因

(25)効果的な増強活動

(26)柔軟運用ルールの適用

(27)ポスターと効果

(28)クラブの入会金

(29)クラブの年会費

(30)ニコニコのクラブ年間目標・一人当たりの

    年間目標

　　

2、会員増強

(1)地区の会員状況

(2) 地区の会員数の推移

(3)最近5年間の入退会者数と年初会員数

(4)地区の月別会員増減

(5)地区の在籍年数別会員

(6)地区の在籍年数別退会者

(7)退会理由

(8)地区の会員増加クラブ(2014.7.1～2018.2.28)

(9)会員減少に至った理由・時代の変化・RCの

   問題

(10)これからの方向性

(11)高崎RCの増強活動---50名増強(64→114名)

(12)大宮西RCの増強活動

    ---約80名増強(42→120名)　

(13)その他

　　

◯世界は絶えず変化しています。

そして、私たちは世界とともに変化する心構え

[意識改革]が必要です。

(ポールハリス)

幹　事　報　告

①地区より、クラブ青少年奉仕合同委員会議の案

　内が届いております（今井委員長宛）。

②地区より、米山奨学委員長・カウンセラー研修

　会の案内が届いております（坂田委員長、カウ

　ンセラー宛）。

③地区より、広報・情報・公共イメージ向上セミ

　ナー及び国際ロータリー2018年決議審議会決議

　案の説明会開催の案内が届いております（会　

　長、岡本会長エレクト宛）。

　2018—19年度のための地区研修・協議会第2部　

部門別協議会にて、2660地区クラブ奉仕・拡大増

強委員会藤井眞澄委員長(大阪南RC)・同板垣善雄

副委員長(高槻東RC)による表題についてご講演が

ありました。そのアンケート結果を報告し、第1

回クラブフォーラムと致します。紙数の関係上、

項目のみ列挙いたします。

1、例会運営

(1)例会の開催時間

(2)例会時パターンとトピックス

(3)移動例会の数

(4)移動例会の例

(5)卓話者　

(6)スピーチ以外出し物

(7)卓話銀行の利用について知っているか。

(8)表彰、お祝いについて

(9)食事代について

(10)食事の内容について

(11)例会の工夫➀席決め

(12)例会の工夫➁内容

(13)クラブフォーラムの回数と協議内容

(14)親睦活動の内容

(15)親睦を深めるための工夫

(16)同好会数

(17)同好会の種類

(18)定期的に行なっている奉仕活動数

(19)財団補助金の活用数

(20)奉仕活動の内容別の数

(21)奉仕活動の活性化のための工夫

(22)会員増強活動状況

(23)うまくいっている増強活動の内容

　

幹　事　報　告

8月のお誕生日お祝い

8月の結婚記念日の会員はおられません。

米山奨学生    鄭  詩頴　      様

大阪南ロータリークラブ

  小林　二郎　様

地区大会実行委員会本会議委員長
　　　小林　豊光　様

会長　

地区大会実行委員会本会議委員
　　　小林　豊光　様

地区大会実行委員会本会議副委員長
　　　細川　祐介　様

秋のライラ実行委員会副実行委員長
　　　角谷　真枝　様

地区大会実行委員会本会議委員
　　　小畑　剛平　様

地区大会実行委員会本会議委員
　　　熊谷　幸治　様

茨木西ロータリークラブ

　12月7日・8日に開催されます地区大会のイン

フォメーションに来ていただきました。

　9月22日から24日に開催されます秋のRYLAセミ

ナーのインフォメーションに来ていただきました。

インターアクトクラブ　海外研修オリエンテーション

◆日　時　2018年7月21日（土）　

　　　　　16：15～17：00

◆場　所　大阪国際大学　1号館415教室

◆出席者　山本博史G、四宮孝郎GE、

　　　　　田中隆弥IM1組ガバナー補佐エレクト、

　　　　　福田治夫IM3組ガバナー補佐エレクト、

　　　　　地区インターアクト委員10名､

　　　　　インターアクトクラブ関係ロータリア

　　　　　ン15名、

　　　　　インターアクトクラブ68名（顧問を含む）

　　　　　JTB1名

　2018年7月21日（土）大阪国際大学にて2018-19年

度インターアクトクラブ海外研修オリエンテーショ

ンが開催されました。

　当クラブからは田中隆弥会長（IM1組ガバナー

補佐エレクトとしても参加）､高原誠一郎地区イ

ンターアクト委員が参加し、提唱クラブであるア

サンプション国際中学校高等学校ＩＡＣからは松平

麻也顧問、丹澤直己副校長、古渕日菜ＩＡＣ会長､

川端香佳ＩＡＣ副会長､元木玲那ＩＡＣ幹事､柳井剣心ＩＡ

Ｃ理事がそれぞれ参加いたしました。

　はじめに、幹事校である大阪国際大和田高等学

校・中学校インターアクトクラブの藤原楓さんの

司会、同インターアクトクラブの田中沙季さんに

よる点鐘と開会宣言があり､海外研修オリエンテー

ションが始まりました。

　冒頭にインターアクトの歌が斉唱され、その後

に山本博史ガバナー、中野隆二地区インターアク

ト委員長からそれぞれ挨拶がありました。また幹

事校のあいさつとして、大阪国際学園　奥田吾朗

理事長から挨拶がありました。

　IAC海外研修は、8月2日から8月5日の日程であ

り、訪問先は中華民国（台湾）の国際ロータリー

第3461地区であること等、その旅程の説明がＪＴＢ

西日本教育旅行大阪支店の担当者よりありました。

　海外研修における注意事項や確認事項が大阪国

際大和田中学校・高等学校ＩＡＣの松川稔顧問よ

り説明があり､特にインターアクターに対しては、

訪問先を事前に下調べを行い、コミュニケーショ

ンツールとしての英語をよく勉強しておくように

との事前準備の説明がありました。

　その後、閉会宣言があり17：00に終了いたしま

した。

ビ　ジ　タ　ー

　第一例会ですので、3分間スピーチをしていただ

きました。

　また、鄭さんには、スマイルキャンプで2泊3日間

お手伝いいただきありがとうございました。


