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11月19日(月)

～　月間によせて　～

　皆さんこんばんは。10月22日の会長の時間です。

　本日は、国際ロータリー第2660地区ガバナー補佐

青山快玄様をお迎えしております。17：00より開催

致しましたクラブ協議会において貴重なご指導を賜

りました。誠にありがとうございました。

  また大阪大淀ロータリークラブより、2018-2019

年度IM1組ロータリーデー実行副委員長の延原健二

様、遠越英行様をお迎えしております。後ほどロー

タリーデーのPRをして頂きます。よろしくお願い致

します。

  さらに立命館大学政策科学部教授周瑋生先生、米

山奨学生の凌奕樹さん、同じく鄭詩頴さんをお迎え

しております。周先生は国際ロータリー第2650地区

米山学友会名誉会長でもあります。後ほど卓話をよ

ろしくお願い致します。凌さんは周先生の研究室に

配属されており当地区の海外直接応募の奨学生です。

以上、本日のお客様は6名です。皆様ごゆっくりお

くつろぎください。

  さて、10月18日に開催しました平成30年秋巡業大

相撲池田くれは場所において、メンバーの皆さんに

は多大なるご苦労をお掛けしました。お陰様で来場

者にはとても喜んで頂けたようです。誠にありがと

うございました。

  思い起こせば2年前の平成28年10月に2度目の会長

に推挙され、何でも好きなことをして良いよという

言葉に甘えて、相撲協会巡業部に電話をしました。

稀勢の里が横綱になるとは誰も想像していない頃で

す。にもかかわらずそこで言われたのは、向こう2

年間はいっぱい。平成31年春巡業だったら空きがあ

ると。そこを何とかとお願いし、

10月14日金沢、10月15日移動日、10月16日泉佐野、

10月17日京都、10月18日移動日、10月19日倉吉・・

　

　

　

となっていたところを無理やり10月18日に池田を入

れて頂き、平成30年秋巡業大相撲池田くれは場所の

開催が実現しました。ただ倉吉の人には迷惑を掛け

たかもしれません。

  今年度クラブ創立35周年を記念して6つの事業を

計画しました。クラブ協議会でも報告しましたが、

すでに終了したものは、

①7月1日　アサンプション国際中学校高等学校IAC

　国際ロータリーより認定

②8月17～19日　「2018夏 自然とあそぼう！スマイ

　ルキャンプ」開催

③9月27～28日　台北老松ロータリークラブと友好 

  クラブ締結

④9月29日　2018-19年度（2019-20年度派遣）青少

  年交換留学派遣候補生推薦

⑤10月18日　平成30年秋巡業大相撲池田くれは場所

  開催

です。

  これから実施する予定の事業は、

⑥1月17～20日　ミャンマー　ヤンゴン　ナッマウ

  ッ寺子屋学校へ中古ランドセル55個贈呈です。

  メンバー6名で贈呈式に出席する予定です。

　なお4月15日のクラブ創立35周年記念式典でアサ

ンプション国際中学校高等学校IACへの認定状伝達

式（チャーターナイト）を行います。

  来週は例会休会ですが、10月29日は年次総会7週

間前です。クラブ細則により、次年度役員、理事の

立候補を受け付けます。1週間以内に文書で会長ま

で届け出てください。

  次回11月7日（水）は池田ロータリークラブと合

同例会となり、山本博史ガバナー公式訪問です。皆

様ご出席の程、よろしくお願い致します。

出　席　報　告

1523 回 1520 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 　2　名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 26 名 26 名

Ｆ 出席免除者出席数 2 名 4 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ９３.３３％    ９６.８８％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年10月22日 2018年9月10日

合 計　52,000円　 累 計　518,000円

担当　中西　博之　会員

大阪大淀RC
　　延原健二様
　　遠越英行様 　　…

藤原　史郎副会長 …

服部　潤承副会長 …

岸添　広一　会員 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

池田　吉清　会員 …

松室　利幸　会員 …

今井　卓哉　会員 …

山内　邦夫　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 …

青井　秀浩　会員 …

國司　真相　会員 …

子安　丈士　会員 …

米良　朗子　会員 …

IM第1組ロータリーデーを、2019
年2月9日（土）にNHKホールにて開
催いたします。多数のご参加をお
願い申し上げます。

池田くれは場所皆様おつかれ様で
した。青山ガバナー補佐をお迎え
して!

青山快玄ガバナー補佐をお迎え
して

すもう巡業大成功でした。
楽しかったですネ!!

大相撲お疲れ様でした。

池田くれは場所皆様お疲れ様で
した。

池田くれは場所お疲れさまでし
た。

大相撲池田くれは場所成功裡のう
ちに終えることができ感謝いたし
ます。

今週水曜日（24日）は、56回目の誕
生日と20回目の結婚記念日です。

相撲池田場所田中会長以下ご苦労
さんでした。

池田くれは場所お疲れ様でした。

おすもう福祉座席ありがとうござ
いました。

大相撲おつかれさまでした!!

すもう大会楽しかったです。

今日は妻の誕生日です。青山ガバ
ナー補佐ようこそお越し下さいま
した。

青山ガバナー補佐をおむかえして

18日おつかれ様でした。
前回欠席おわびします。

池田くれは巡業、大変お疲れ様で
ございました。あまりすもうに興
味はなかったのですが、力士、横
綱を間近で見ることができ、その
迫力に圧倒され、とても感動しま
した。吉井先生、夜に足がつるま
で立たせてしまってすみませんで
した。

前々々例会　9月10日分のメークアップ　　　

  岡本　厚会員　9月 3日 第3回理事会出席

  

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

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

11月のお誕生日については、次号にて
掲載させていただきます。

ロータリー財団月間

　　

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

　田中隆弥会長が、年次基金とポリオプラスに寄

付され、第4回マルチプル・ポール・ハリス・フェ

ローを受賞されました。

　山本 博史ガバナー　ようこそお越し下さいました。

～　例会休会　～

第4回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

クラブ協議会

　青山快玄ガバナー補佐にご出席いただき、ク

ラブ協議会を開催しました。各委員会委員長よ

り活動計画の発表があり、青山ガバナー補佐よ

り総評をいただきました。
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  周瑋生、1989年中国政府奨学生として京都大学

留学で来日。1993年度〜95年度米山奨学生（世話

クラブ：2650地区洛中RC）。95年に京都大学物理

工学専攻工学博士取得。その後新エネルギー産業

技術開発機構（NEDO）産業技術研究員、地球環境

技術研究機構（RITE）主任研究員を経て、99年立

命館大学法学部准教授、2002年に政策科学部教

授。立命館孔子学院長、立命館サステナビリティ

学研究センター長、大阪大学特任教授、浙江大学

等客員教授、2650米山学友会会長等を歴任。日本

ロータリーEクラブ2650チャーターメンバー。飲

水思源、ロータリーとのご縁は1992年からです。

今日に至ることができたのは、ロータリーのお陰

で、心より感謝しております。

　

　大阪大淀RCより、2019年2月9日に開催されます

IMロータリーデーのインフォメーションがありま

した。詳細はリーフレットをご覧ください。

　なお、ロータリアン以外の一般の方（無料です）

もぜひご参加ください。

　　　

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
　　　

卓　　話

ビ　ジ　タ　ー

IM1組ロータリーデー

大相撲池田くれは場所 大相撲池田くれは場所

社会奉仕委員会報告

2018～19年度社会奉仕委員長　　池田吉清

　10月18日に大相撲池田くれは場所を開催しまし

た。

　本事業は田中会長が会長ノミニー時の次々年度

奉仕活動委員会において提案されました。昨年3

月に、日本相撲協会巡業部の千田川親方と面談、

2018年秋の巡業で当地開催のお願いをしました。

その後35周年実行委員会が結成され、35周年記念

事業として、社会奉仕委員会が担当することにな

りました。

　本年4月に正式に開催が決まり、巡業部の指導

の下、準備を進めて参りました。

　会場の手配や宿泊場所の確保、当日の会場設営

等。会員はもとより、池田市・五月山体育館・池

田青年会議所・大阪大学相撲部・イベント会社の

お力をお借りしての開催でありましたが、大きな

問題も無く、周辺地域の皆様およそ1､600人の方

にお楽しみ頂く事が出来ました。
国際ロータリー第2660地区

米山奨学生　鄭　詩頴　様

延原　健二　様（大阪大淀RC）

IM1組ロータリーデー実行副委員長

ガバナー補佐
青山　快玄　様（大阪北梅田RC）

遠越　英行　様（大阪大淀RC）

国際ロータリー第2650地区
周　瑋生　様

米山奨学生　凌　奕樹　様

立命館大学政策科学部教授
米山学友会名誉会長

幹　事　報　告

➀大阪北梅田ロータリークラブより、ＩＭ１組会 

　長・幹事会の案内が届いております（会長、幹

　事宛）。

②大阪北梅田ロータリークラブより、ＩＭ１組フ

　レッシュロータリアン交流会の案内が届いてお

　ります（会長、幹事宛）。

③地区より、2018‐19年度の中途入会会員分　前

　期地区資金振込のお願いが届いております（会

　長、幹事宛）。

④地区より、青少年交換プログラム第１回派遣候

　補生オリエンテーションの案内が届いておりま

　す（会長､幹事､古渕候補生､保護者宛）。

⑤国際ロータリー　リック・キック最高情報責任

　者より、ロータリー会員を対象とした偽証Ｅ

　メールとソーシャルメディアアカウントへの注

　意喚起の案内が届いております（会長、幹事宛）。

⑥次回10月29日(月)の例会は､休会となりますの

　で、ご注意ください。


