30
ニコニコ報 告

出

田中 隆弥 会長 … 久しぶりの合同例会よろしくお願
いします。山本博史ガバナー公式
訪問心より歓迎致します。
池田RC
会長 井上裕子様 … 池田くれはのメンバーの皆様本日
はよろしくお願い致します。
池田RC
幹事 柴田宜孟様 … 合同例会を祝して。本日はよろし
くお願い致します。

報

例会日

1524

Ａ 会員数
Ｂ 出席免除者数
Ｃ 出 席 義 務 者 数 Ａ -Ｂ
Ｄ 出席義務者欠席数
Ｅ 出 席 義 務 者 出 席 数 Ｃ -Ｄ
Ｆ 出席免除者出席数

回

1521 回

33 名

33

名

5 名

5

名

28 名

28

名

8 名

3

名

20 名

25

名

3 名

4

名

2

名

％

11月12日(月)

９６.８８％

９３.３３％

担当

藤原 史郎副会長 … 合同例会お世話になります。
厚 会員 … ようこそ山本ガバナーご指導よろ
しくお願いします。

中西

博之

会長の時間

11月26日(月)

11月19日(月)

～ 月間によせて ～
ロータリー財団月間

前々々例会 9月10日分のメークアップ
中村 武会員 9月27日 台北老松ロータリークラブとの調印式典参加
庄田佳保里会員 10月 5日 ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席

服部 潤承副会長… 山本G、宮里地区代表幹事をお迎
えして

1525

補 正

Ｇ メークアップ数
出席率

1525

2018年 11月 7日 2018年 10月 1日

例会回数

高原誠一郎 幹事 … 合同例会、本日よろしくお願いい
たします。山本ガバナーをおむか
えして。

12

告

ホーム

新谷 秀一 会員 … 山本ガバナー訪問本年度宜しく御
願いします。

岡本

席

11

～

例会休会

～

卓

々

話

担当：谷口

会員

⑥ミャンマー

会長 田中隆弥

ヤンゴン

浩会員

ナッマウッ寺子屋学

校へ中古ランドセル55個贈呈
です。ランドセルの贈呈式は1月17～20日の予定
で6名のメンバーが出席する予定です。

ガバナー月信より

この事業について、地区大会二日目本会議にお

池田 吉清 会員 … 合同例会ご苦労様です。

●11月号推奨記事

いて行われる山本ガバナーによる地区現況報告で

今井 卓哉 会員 … 合同例会よろしくお願いします。

P 5

世界インターアクト週間によせて

の地区内クラブによる優れた奉仕事業の紹介で、

新田 耕平 会員 … 合同例会を祝して。

当地区のIACについて10校と提唱ロータリー

「ミャンマーへのランドセル寄贈の国際奉仕事業」

吉井 順子 会員 … 合同例会御世話になります。

クラブとして11クラブの紹介がされています。

として取り上げられることになりました。
また4月15日のクラブ創立35周年記念式典でア

P11 クラブ青少年奉仕合同委員長会議報告

中西 博之 会員 … 合同例会よろしくお願いします。
（二日酔い）

サンプション国際中学校高等学校IACへの認定状

田中隆弥会長（ガバナー補佐エレクト）、

奥村 雅一 会員 … 合同例会にて!!

今井卓哉地区RYLA委員、高原誠一郎幹事、

國司 真相 会員 … 合同例会よろしくお願いいたしま
す。

皆さんこんにちは。11月7日の会長の時間です。

乾

本日は、国際ロータリー第2660地区ガバナー山

東浦

P12

敬 会員 … 合同例会よろしくお願いします!

米良 朗子 会員 … 本日は御世話になりますが、どう
ぞ宜しくお願い致します。

P11

53,000円

累 計

秋のRYLAセミナー 開催

571,000円

11月のお誕生日

出席

今井卓哉地区RYLA委員、高原誠一郎幹事、

村千恵様をお迎えしてのガバナー公式訪問です。

乾

山本ガバナーにおかれましては、後ほどご指導賜

禎則会員、沢田武司会員、
出席

田中隆弥会長（ガバナー補佐エレクト）、

ばと思います。どうぞよろしくお願い申し上げま

坂田妙子地区米山奨学委員、

す。

耕平

会員

11月25日

池田

吉清

会員

11月29日

高原誠一郎

会員

11月30日

新谷

秀子

様

11月 1日

國司

悦子

様

11月28日

石田貴子カウンセラー
P20

米山奨学委員会/ロータリー財団

IAC提唱

浩会員

6回目マルチプル

田中隆弥会員

7回目マルチプル

山内邦夫会員

9回目マルチプル

哲・真喜子ご夫妻

松室利幸・久美
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ご夫妻

「2018夏 自然とあそぼう！スマ

ビ ジ タ ー

イルキャンプ」開催
③9月27～28日
④9月29日

新田会員、池田会員
正岡

②8月17～19日

国際ロータリーより認定

台北老松ロータリークラブと友

国際ロータリー第2660地区

好クラブ締結

11月の結婚記念日
古希おめでとうございます!!

⑤地区より、地区大会での「My ROTARY登録率80％
超クラブ表彰」の案内が届いております（会長、
幹事宛）。

アサンプション国際中学校高等学校

米山功労者
谷口

④地区より、ROTEX主催 秋のお出かけの案内が
届いております（古渕派遣候補生宛）。

を計画しました。前回例会でも報告しましたが、
①7月1日

11月28日
11月23日

ガバナー

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

告

③地区より、2018₋19年度クラブの新しい表彰に
ついての案内が届いております（会長、幹事宛）。

今年度クラブ創立35周年を記念して6つの事業
出席

報

②大阪中央ローターアクトクラブより、創立20周
年記念式典の案内が届いております（各クラブ
宛）。

池田ロータリークラブの皆さん、久しぶりの合
同例会お世話になります。楽しい時間が過ごせれ

事

➀地区より、社会奉仕活動アンケートが届いて
おります（会長、池田社会奉仕委員長宛）。

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

クラブ米山奨学委員長・
米山奨学生カウンセラー研修会 報告

吉井順子カウンセラー、

新田

幹

本博史様、地区代表幹事宮里唯子様、地区幹事木

報告

奥山裕治会員

庄田佳保里 会員 … バッジ忘れました。

合 計

禎則会員、沢田武司会員

伝達式（チャーターナイト）を行います。

山本博史様（大阪南RC）

地区代表幹事 宮里唯子様（茨木西RC）

平成30年秋巡業大相撲池田くれは場

地区幹事

所開催

[1]

木村千恵様（大阪北梅田RC）

卓

話

卓

話

池田RCとの合同例会PHOTO

池田RCとの合同例会PHOTO

参照）を踏まえ、RIが2010年に策定したロータ
リー戦略計画の「ロータリーの使命」や「中核的
価値観(コア･バリュー)」、そしてRI理事会が
2017年7月に策定した「ロータリーのビジョン：
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そ
して自分自身の中で、持続可能な良い変化を生む
ために、人々が手を取り合って行動する世界を目
指しています。」等、これまで積み重ねてきたも
のの実践を働きかけるものです。
ラシン会長は、本年度のテーマを実現するた
め、「クラブのサポートと強化」「人道的奉仕の
重点化と増加」「公共イメージと認知度の向上」
という三つの優先項目を具体化する11の目標を打
ち出しました。また、目標として掲げられていま
せんが、ラシン会長はトロント国際大会の閉会式
のスピーチでローターアクトを重要視し、その数
の倍増を求めました。もっとも、このローターア
クトについては、海外と日本とでは、RACのおか
れる状況が異なることもあり、当地区の実情に
あったRACのあり方を検討し、提案するに留める
つもりです。
RIが今後目指す方向については、①ポリオ撲滅
の早期実現、②会員増強と会員の高齢化ストッ
プ、③ロータリー財団の拡大、④公共イメージと
認知度の向上、⑤ポリオ撲滅後のテーマの模索
と、より強力なパートナーとの協力関係の構築の
５項目がキーワードとなります。この点について
は、今後もできるかぎり皆様と情報を共有化して
いきたいと思います。
３ 2660地区のビジョンと本年度の方針
最近のＲＩの方向性をふまえ、我々2660地区の
歴史、価値観、組織風土を大切にしながら各クラ
ブが、そして地区が発展していくよう、片山ガバ
ナー年度、本年4月に以下の地区ビジョンを策定
し、また2017-18年度から2021-22年度に適用する
地区中期５カ年目標を列挙しています。紙幅の関
係上、地区中期５カ年計画は割愛しますが、重要
な目標ですので、地区ウェブサイト等で是非ご確
認ください。
■私たち第2660地区はRIテーマを理解し、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。
■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。
■それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」
クラブになる事を目指します。

国際ロータリー第2660地区
ガバナー 山本 博史 様
１ はじめに
ロータリーの主役は各クラブであり、また一人一
人のロータリアンです。このことに異論はないと
思います。しかし、ロータリー活動が全世界的な
ものである以上、各地区の特性を活かしつつも、
皆がロータリーの目的に向かって足並みをそろえ
る必要があります。国際ロータリー（以下「RI」
と略称）はロータリー全体を管理するための組織
であり、その管理のために各地区に派遣されてい
るのがガバナーです。この度、貴重な機会をいた
だきましたので、RIの方針、今RIで議論されてい
ること、そして当地区の方針についてお話させて
いただきます。
２ 本年度のRIのテーマと目標
本年度バリー・ラシン会長（以下「ラシン会長」
と略称）のテーマは「BE THE INSPIRATION～イン
スピレーションになろう～」です。インスピレー
ションという言葉は、ひらめき、思いつきといっ
た意味だけでなく、周りの人々に生気を与える、
息吹きを吹き込むという意味があります。
ラシン会長は本年6月のトロント国際大会のス
ピーチで「私達は手を取り合います。なぜなら協
力すれば一人よりもずっと強くなれると知ってい
るからです。私達は行動します。なぜならロータ
リーは夢想家ではなく、実行する人の集まりだか
らです。」と語りました。トロント国際大会でよ
く見かけた三つの標語「TRANSFORM…変えていこ
う」「PEAPLE OF ACTION…世界を変える行動
人」「CONNECT…ちからをつなごう」は、このラ
シン会長のスピーチのエッセンスです。
この「インスピレーションになろう」という
テーマはラシン会長の独創ではありません。ロー
タリーの根幹ともいうべき「ロータリーの目的」
（RI定款第4条、標準ロータリークラブ定款第5条

[2]
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卓

話

第5回理事会議事録

ラシン会長が掲げるテーマや目標、そして前記
2660地区のビジョンを踏まえ、当地区の本年度の
方針は以下の10項目です。
①ポリオ撲滅への協力をお願いします。
②ロータリー賞の受賞を目指してください。
③ロータリー財団と米山記念奨学会への協力をお
願いします。
④会員基盤を増強してください。
⑤ロータリーのＩＴ化への協力と公共イメージ向
上へのチャレンジをお願いします。
⑥戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョンを
策定してください。
⑦新ＩＭ内の親睦と情報交換を推進してくださ
い。
⑧ハンブルク国際大会、地区大会、地区事業への
積極的な参加をお願いします。
⑨ロータリーデーにご参加ください
⑩地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財務
ルールを徹底します。
いずれも行動、実践をともなうものであり、皆様
の積極的な活動を期待します。
最後に、当地区のクラブ運営のあり方ですが、
2016年の規定審議会で運用ルールが大幅に緩和さ
れたことにより、ネットで例会を行うクラブの名
称から「E」という文字が消え、他の一般のクラ
ブと同じ位置づけとなりました。世界では、ロー
タリアンの自宅やコーヒーショップを例会場とす
る、ある企業や家族の一員であれば例会に参加で
きるというクラブも現れています。例会に出席す
るために長時間の移動が必要、あるいは人の活動
範囲が広がり、同時刻に同じ場所に集まることが
難しいという人たちもいます。他方、ジェネレー
ションギャップとでも言うべき現象も起こってい
ます。聞くところによると、ある新しいクラブの
若い会員が、東京RCの帝国ホテルでの例会に短パ
ンでメイクアップに来たということです。この珍
事に、大半のロータリアンは常識とTPOの問題だ
と考えると思いますが、中には、それもダイバー
シティだと言う方もいます。日本のロータリーの
今後の発展を考えると、他人事として済ませてし
まうのではなく、自分達自身の問題として真剣に
考え、我々の意見をはっきりと述べていく必要が
あるのではないでしょうか。
末尾になりましたが、会員皆様の益々のご発展
とご健勝をお祈りし、ガバナースピーチとさせて
頂きます。ご静聴ありがとうございました

日 時 2018年11月7日 14：00～14：30
場 所 池田商工会議所
理事数 11名
出席者（敬称略）
理 事 8名
田中、高原、藤原、服部、池田、岡本、今井、乾
オブザーバー 2名
青井、中西
欠席者（敬称略）
岸添、松室、沢田
審議事項
第1号議案
第１四半期会計報告について
乾会計より、一般会計、周年基金積立
金特別会計、災害支援プロジェクト会
計、国際奉仕特別基金会計についてそ
れぞれ収支報告がなされた。
田中会長より補足説明がされた。
承認
第2号議案 その他
●35周年記念式典について
15RCのうち5RCが周年行事をやる関係上、
開催する方向で考えていきたい。
アサンプション国際中学校高等学校IACの
チャーターナイトを兼ねる。
日程は4月15日(月)不死王閣にて開催予定。
詳細は会長、幹事主導で35周年記念実行委
員会の中で決めていく。
●ミャンマーへのランドセル贈呈式について
1人5万円補助で6名参加予定
●次々年度会長について
年次総会（12月10日の例会）にて決定
報告事項
2019-20年度地区出向者について
以下8名を推薦する。
継続出向者推薦
RYLA委員会
今井卓哉会員
ロータリー財団委員会
中西博之会員
社会奉仕委員会
奥山裕冶会員
米山奨学委員会
坂田妙子会員
インターアクト委員会
高原誠一郎会員
新規出向者推薦
広報・情報・公共イメージ向上セミナー委員会 沢田武司会員
国際奉仕委員会
國司真相会員
青少年交換委員会
石田貴子会員
次回理事会は12月3日の予定。
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地区委員会報告①

田中隆弥ＩＭ第１組ＡＧＥ、
古城紀雄ＩＭ第２組ＡＧＥ、

２０１８－１９年度（２０１９－２０年度派遣）
青少年交換留学派遣候補生選考会

福田治夫ＩＭ第３組ＡＧＥ、

報告

加茂次也ＩＭ第４組ＡＧＥ、
木越正司ＩＭ第５組ＡＧＥ、

◆日

時

2018年9月29日(土)

14:30～15:20

◆場

所

国際ロータリー第2660地区ガバナー

北村

事務所

宮里唯子地区代表幹事、

譲ＩＭ第６組ＡＧＥ

塩谷眞治地区研修委員、
田中研一地区研修委員、

当日、青少年交換プログラムの応募者である古
渕日菜さん（アサンプション国際中学校高等学校

樋口信治広報・情報・公共イメージ向

ＩＡＣ会長）及びその保護者、当クラブからは、

上委員会委員長
（地区関係者47名、クラブ関係出席者164名 総計211名）

田中隆弥会長、高原誠一郎幹事が参加してまいり
ました。

当クラブからは、田中隆弥ＩＭ第1組ガバナー

試験内容は、応募者本人の作文（日本語）試験
が行われ、その後に面接試験として応募者本人、

補佐エレクト、高原誠一郎（会長代理出席として

保護者、田中会長、高原幹事同席にて行われまし

参加）、岡本厚会長エレクト、服部潤承プログラ

た。面接官の質問に対して、応募者本人及び保護

ム・会報広報雑誌小委員長が参加してまいりまし

者の方も的確にこたえられ、同席ロータリアンに

た。
小松克巳広報・情報・公共イメージ向上委員よ

対しても様々な質問がありました。

る司会進行により、山本博史ガバナーから開会の

後日に結果発表がありましたが、無事に交換留

挨拶がありました。

学候補生として合格されました。今後は、候補生

立野純三規定審議会代表議員パストガバナーよ

として、引き続き数回の面接やオリエンテーショ

り、国際ロータリー2018年決議審議会議案の詳細

ンを受けることとなります。

な説明がありました。
報告者

幹事

髙原誠一郎

引き続き山西陽祐広報・情報・公共イメージ向
上委員会情報担当副委員長より、「ＭｙＲＯＴＡＲＹ・クラ

地区委員会報告②

ブセントラル・ロータリーショーケース」につい
ての利用方法や活用方法の説明がありました。ま

2018‐2019年度

広報・情報・公共イメージ向上

た、辻幸雄広報・情報・公共イメージ向上委員会

セミナー及び国際ロータリー2018年次
決議審議会決議案
◆日

時

説明会

広報担当副委員長から地区ウェブサイト・バック

報告

パネルの貸与についての説明がありました。
公共イメージ向上についての講演として、株式

2018年10月13日（土）

会社ジェーワン専務執行役員プロデューサー

14:00～16:50
◆場

所

◆出席者

大

柳満氏よる「ロータリアン一人ひとりが広報マン

大阪ＹＭＣＡ会館２階大ホール

～メディアプロモートの基本動作～」がありまし

山本博史Ｇ、四宮孝郎ＧＥ、

た。今後のロータリーの奉仕活動を世の中にどう

簡仁一ＧＮ、横山守雄ＰＧ、

伝えてゆくのか、ロータリーの公共的なイメージ

岡部泰雄ＰＧ、高島凱夫ＰＧ、

をどのように向上していくのか、メディアツール

立野純三ＰＧ、松本進也ＰＧ

の活用方法などを交えて具体的な手法の説明があ

青山快玄ＩＭ第１組ＡＧ､

りました。

鈴木慶一ＩＭ第４組ＡＧ、

その後、片山勉直前ガバナーより講評がありセ

川上大雄ＩＭ第５組ＡＧ、

ミナー及び説明会は閉会となりました。

福田忠博ＩＭ第６組ＡＧ
報告者

[4]

会長

代理出席

髙原誠一郎

