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10月29日(月)

～　例会休会　～

皆さんこんばんは。10月15日の会長の時間です。

　本日は、公益財団法人日本相撲協会より不知火

親方（元小結若荒雄）と米山学友の鄭芝ｴｲさんを

お迎えしております。どうぞごゆっくりおくつろ

ぎください。

　不知火親方は、平成30年大相撲秋巡業池田くれ

は場所の準備のため、先発の親方として10月9日

より池田に来られ、お世話になっております。

18日の本番に向け、よろしくお願い致します。

　9月29日に行われましたアサンプション国際中

学校高等学校IAC古渕会長の2018－19年度（2019

－20年度派遣）派遣候補生選考試験の結果は見事

合格でした。来月より6月まで毎月行われるオリ

エンテーションをクリアして正式に派遣生となり

ます。

　ガバナー補佐に同行する形で、今月は大阪北梅田

RC、豊中RC、箕面千里中央RC、大阪梅田RC、大阪そ

ねざきRC、大阪大淀RCを訪問しました。これで13RC

を訪問したことになります。残りは、22日に池田く

れはRC、24日に池田RCを訪問する予定です。

　また本日、アサンプション国際中学校高等学校

IACの例会、理事会に高原幹事、今井青少年奉仕

委員長とともに出席しました。前回に比べ、格段

に進歩していました。自分たちで奉仕活動も計画

しており今後がとても楽しみです。次回の例会は

11月12日16：00からです。都合のつく会員は是非

一度出席してください。

　本日例会終了後、クラブ創立35周年記念事業平

成30年大相撲秋巡業池田くれは場所開催に向けて

の決起大会を流れ鮨三代目おとわ池田総本店で開

催します。3日後の本番に向けて英気を養い、ご

来場の皆さんとともに記憶に残る楽しい場所とな

るよう、よろしくお願い致します。

出　席　報　告

1522 回 1519 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 28 名 28 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　3　名 　5 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 25 名 23 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 4 名

出 席 率 　 ％ ９０.６３％    ９６.８８％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年10月15日 2018年9月3日

合 計　40,000円　 累 計　466,000円

「飲水思源ーロータリーへの感謝」

田中　隆弥　会長 …

高原誠一郎　幹事 …

服部　潤承　会員 …

沢田　武司　会員 …

池田　吉清　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 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

坂田　妙子　会員 …

北川　智司　会員 …

中村　　武　会員 …

庄田佳保里　会員 …

不知火親方をお迎えして。

テイちゃんおひさしぶりです。
歓迎いたします。ようこそおい
でいただきました。不知火親
方、大相撲池田くれは場所よろ
しくお願い致します。今月、結
婚記念日です。

池田くれは場所が大成功いたしま
すように。

会社の表彰で明日から沖縄へ行っ
てきます!

シニア選手権クオリファイしまし
た。一回戦敗退です。

不知火親方ようこそ!

良いことがありました。

不知火親方ようこそ

不知火親方をお迎へして　歓迎申
し上げます。
結婚記念日です。愛は永遠です。

不知火親方ようこそ。現役のとき
から応援していまッSE!!

35周年おめでとうございます。池
田くれはRCの永遠のお栄えを!!

おつかれさまです!!

米山奨学委員会より卓話をさせて
いただきます。

30回目の結婚記念日でした。

先週、例会欠席申し訳ありません。

前回欠席したので本日楽しみにし
ております。

前々々例会　9月3日分のメークアップ　　　
乾　会員　8月26日 例会外親睦会出席
中西会員　8月26日 例会外親睦会出席
石田会員　9月10日 ワールド大阪ロータリーEクラブ出席
高橋会員　9月17日 北海道2500ロータリーEクラブ出席

  

ガバナー公式訪問

①今月のロータリー　1ドル１１２円です。

②池田委員長より案内のありました麻薬・覚せい

  剤乱用防止センターによる国連支援募金箱の結

　果ですが、皆様のご協力で11,919円が集まりま

　した。ご協力ありがとうございました。

③地区より、地区大会信任状提出のお願いが届い

　ております（会長宛）

④地区より、ロータリー学友会総会の案内が届い

　ております（今井委員長宛）

⑤地区より、次年度ガバナー補佐　立候補推薦書

　の送付の案内が届いております（会長宛）

⑥地区より、次年度ガバナー公式訪問に関する案

　内が届いております（岡本会長エレクト宛）

⑦地区より、次年度地区委員会出向者推薦のお願

　いが届いております。（会長宛）

⑧地区より、2018‐19年度　意義ある奉仕賞につ

　いての案内が届いております（会長・幹事宛）

幹　事　報　告

ニ  コ  ニ  コ  報  告

卓話者 立命館大学政策科学部教授
　　　国際ロータリー第2650地区

　　　　　　 米山学友会名誉会長　周 瑋生　様 池田ロータリークラブとの合同例会

今井　卓哉　会員　10月24日

坂田　妙子　会員　10月 1日

石田　貴子　会員　10月 3日

岡本　尚子　様　　10月11日

青井　奈緒　様　　10月22日

10月の誕生日

ガバナー補佐訪問

メジャードナー

　　

ビ　ジ　タ　ー

  米山学友　　  　鄭　 芝エイ　様

  日本相撲協会　不知火　匡也　様

国際ロータリー第2660地区
ガバナー　山本 博史様

　正岡　哲会員が、米山奨学会への特別寄付金

で、累計額100万円を達成され、当クラブで初め

ての第10回米山功労者メジャードナーとなられま

した。

　米山奨学会の特別寄付の表彰制度については

「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」のHP

で詳しく掲載されています。

http://www.rotary-

yoneyama.or.jp/contribution/commendation

青山快玄ガバナー補佐をお迎えして
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　米山奨学事業は、ロータリアンのご寄付で成り

立っています。今年度から寄付の支払い方法が変

わっていますのでご注意ください。前年度まで寄

付金の30,000円は、会費に含まれていましたが、

今年度は会費に含まれておりません。各個人に

て、事務局にご寄付をお願いいたします。今年度

も、昨年同様多額の寄付金を集めたいと思います

ので、皆様の多大なご協力をお願いいたします。 

　この米山記念奨学事業の目的の一つは、将来、

日本と世界とを結ぶ架け橋となり、国際社会でも

活躍出来る人物、またロータリー運動の良き理解

者となる人材を育成することです。その中でロー

タリアンには、奨学生を国際人材に導くという重

要な役割があります。

　私たちは、奨学生が国際社会で活躍し、日本と

母国、世界を結ぶ架け橋となっていく人材になる

為に奨学金の有意義な使い方、また日本での留学

期間中の公私にわたるお手伝いができればと思っ

ています。奨学金を受け取れる留学生は、他の留

学生がアルバイトに費やす時間を、勉強や、日本

文化にふれる時間により多く費やす事ができま

す。米山記念奨学金は、留学生の夢を叶える一つ

の希望の道だと全てのロータリアンは自負し、奨

学生を温かく見守り、共に成長していくことが大

切だと思います。

　

地区RYLA委員会　委員　今井卓哉

日　時：2018年10月11日（木）18:00～21:00

場　所：ガバナー事務所　会議室

出席者：地区役員・委員19名、Team RYLA 5名

協議・報告事項：

★2018～2019年度「秋のRYLAセミナー」

　実施報告（茨木西RC）

★2018～2019年度「春のRYLAセミナー」

　進捗状況報告（東大阪東RC）

★2019～2020年度「秋のRYLAセミナー」

　開催日程及び場所の報告（大阪南RC）

★地区委員会「委員長・副委員長研修会」報告

★2019～2020年度「RYLA委員会 委員構成」

★Team RYLA　規定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　

  米山奨学小委員会　委員長
　　　坂田　妙子　会員

卓　　話 第4回RYLA委員会 及び Team RYLA定例会報告

●10月号推奨記事

P 8　クラブ職業奉仕委員長会議 報告

     田中隆弥会長（IM1組ガバナー補佐エレク　

　　 ト）、松室利幸職業奉仕委員長　出席      

P 9　地区ロータリー財団セミナー

　　　田中隆弥会長（IM1組ガバナー補佐エレク

　　　ト）、高原誠一郎幹事、中西博之地区ロー

　　　タリー財団委員　出席

P 8　クラブ社会奉仕委員長会議 報告

     田中隆弥会長（IM1組ガバナー補佐エレク　

　　 ト）、池田吉清社会奉仕委員長　出席

P11　自然とあそぼうスマイルキャンプ

     池田くれはロータリークラブにて創立35周

     年記念事業として行われたスマイルキャン

　　 プの報告記事が、掲載されています。

　　 田中隆弥会長、高原幹事、池田会員、松室

　　　会員、服部会員、中西会員、奥村会員、青

　　　井会員、今井会員、高原会員、乾会員、沢

　　　田会員、子安会員、坂田会員、奥山会員、

　　　庄田会員　出席

　　　なお、田中会長、松室35周年記念実行委員

　　　長のもとに、今井会員が委員長、青井会員

　　　がリーダー、そして乾会員、坂田会員、奥

　　　山会員、沢田会員、高原幹事にそれぞれ5

　　　つの班のロータリーパパ・ママとなってい

　　　ただきました。

ガバナー月信より

大相撲池田くれは場所PHOTO 大相撲池田くれは場所PHOTO

　10月15日に、不知火親方をお招きして決起集会

を、10月17日に五月山体育館にて準備を、同じく

五月山体育館にて10月18日に大相撲池田くれは場

所の当日を開催いたしました。

　当日は大盛況で無事終えることが出来ました。

　ご協力ありがとうございました。


