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12月24日(月)・31日（月）

例 会 休 会

　地区大会に参加して

　皆さんこんばんは。12月10日(月)会長の時間で

す。本日例会終了後、年次総会を開催致しますの

で、そのままお残りください。

　12月6日は本年度2回目の例会外親睦行事「ふぐ

の会」でした。親睦活動・出席・歌唱小委員会奥

山委員長には大変お世話になりました。とても楽

しい時間をありがとうございました。

　12月7日地区大会第1日の会長・幹事会において、

My Rotary登録率80％以上の18クラブが表彰されま

した。このうち当クラブを含む4クラブが登録率

100％でした。青井副幹事をはじめすべての会員の

ご協力の賜物です。

　また全国のガバナー、RIのリーダー、当地区役

員、81クラブの会長、幹事が出席し、「これから

のロータリーを考える」と題して開催された小船

井修一パストガバナー（RID2500釧路RC）と片山

勉直前ガバナー（RID2660大阪東RC）の特別対談

の中で、

①例会の回数を平均月3回に減らした分、1時間は

　すべてクラブ研修と捉え、例会中の食事の時間

　をなくすとともに奉仕活動を活発に行う。

②食事は希望者のみ弁当を例会開始前に準備し例

　会場で食べて良い。費用は希望者の自己負担と

　する。

③親睦行事は移動例会とせず（クラブからの負担

　はなし）、例会外行事（メークアップ対象）と

　し、費用は参加者の自己負担とする。

④この結果、会費を10万円下げることができた。

　という当クラブの取り組みが紹介されました。

今後当クラブは、地区内でかなり注目される存在

となります。

　その後、RI会長代理歓迎晩餐会、小沢一彦RI会

長代理と地区役員の懇親会に高原幹事とともに出

席しました。

　12月8日地区大会第2日のロータリー財団・米山

顕彰者昼食会には当クラブより新谷パストガバナ

ーが出席されました。これは当地区ロータリー財

団メジャードナー61名、米山功労者メジャードナ

ー71名（重複あり）が招待される昼食会です。

　当クラブの本会議出席者は26名で、過去に記憶

がないくらい多数出席してくださいました。あり

がとうございました。

　本会議の地区現況報告では、地区内クラブによ

る優れた奉仕活動が4つ紹介され、その1つが当ク

ラブの「ミャンマーへのランドセル寄贈の国際奉

仕事業」でした。またアサンプション国際中学校

高等学校IACの提唱についても紹介されました。

　表彰では、谷口浩会員がマルチプル・ポール・

ハリス・フェロー+5（累計で6,000ドル）に達し

たということでロータリー財団地区奉仕賞を受賞

されました。誠におめでとうございます。谷口会

員は恒久基金にも2,000ドルを寄付されており、

あと2,000ドルを寄付されると累計10,000ドルを

出　席　報　告

1528 回 1525 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 3 名 3 名

Ｇ メークアップ数 5 名

出 席 率 　 ％ 　９０.３２％    １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年12月10日  2018年11月12日

合 計　18,040円　 累 計　700,540円

田中　隆弥　会長 …

服部　潤承副会長 …

沢田　武司　会員 …

正岡　　哲　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

青井　秀浩　会員 …

中村　　武　会員 …

ふぐの会　　　　 …

奥山委員長「ふぐの会」お世話に
なりました。

地区大会の抽選No5が当たりまし
た。このNo5の抽選券は新田先生
のでした。

明日、結婚30周年を迎えます。

卓話にて。

地区大会、御疲れさまでした!

ふぐの会、地区大会おつかれさま
でした!!

昨日、母校呉服小学校吹奏楽部の
70周年記念リサイタルがアゼリア
ホールで行われました。小学校時
代お世話になった先生にお会いで
きました。

先日、大腸カメラでポリープを3
つ取りました。すべて良性でし
た。定期健診は大事ですネ。

12/6ふぐの会参加の皆様お疲れさ
までした。おつりをニコニコさせ
て頂きます。

前々々例会　11月12日分のメークアップ　　　

 藤原史郎会員 11月 7日 第5回理事会出席

 服部潤承会員 11月 7日 第5回理事会出席

 石田貴子会員 11月22日 北海道2500ロータリーＥクラブ出席

 子安丈士会員 11月25日 ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席

 高橋　仁会員 11月26日 ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席

　11月12日の補正出席率が100％となりました。

　引き続きご協力よろしくお願い致します。

PayPay株式会社関西第一ブロック

ニ  コ  ニ  コ  報  告

　　

「クラブフォーラム③」

 担当：職業奉仕委員会担当：岡本　厚　会員

　ホームページのトップ写真が変わりました。

なお、リンクで会員の事業所を紹介しておりま

す。現在掲載事業所は以下のとおりです。新た

に掲載を希望される会員はプログラム・会報広

報雑誌小委員会までご連絡ください。

（ＨＰ掲載事業所一覧）

長嶋歯科医院

大阪打抜鐵工所

医療法人　正岡クリニック

伊勢屋テック株式会社

シャディサラダ館池田鉢塚店

互恵会　池田回生病院

ケイズ不動産

伏尾温泉 不死王閣

ほほえみの園

ドラゴン印刷

高原誠一郎税理士事務所

税理士法人 とよのパートナーズ

トヨノ・測量・設計事務所

すがわら法務事務所

千里特許事務所

大澤山久安寺

能勢酒造株式会社

I.P.Cイケダパソコンクリニック

　プログラム・会報広報雑誌小委員長　服部潤承

回

12月のお誕生日お祝い

池田　吉清　会員

ビ　ジ　タ　ー

「スマホだけで現金なしの世界へ」

スーパーバイザー　中西 恭子様
次
々
週

2019～2020年度　役員・理事等

会　　長　　役員・理事　　岡本　　厚

直前会長　　役員・理事　　田中　隆弥

　
会長エレクト　　役員・理事　　池田　吉清

幹　　事　　役員・理事　　乾　　禎則

副 会 長　　役員・理事　　高原誠一郎

会　　計　　役員・理事　　高原誠一郎

会場監督　　役員・理事　　沢田　武司

理事　　中村　　武

理事　　奥山　裕治

理事　　國司　真相

理事　　今井　卓哉

副 幹 事　　　　　　　　　吉井　順子

会計監事　　　　　　　　　中西　博之

2020～2021年度　会長プログラム・会報広報雑誌小委員会より
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　テレビや新聞で、「発達障害」が報道されるよ

うになり、発達障害の診断と治療をどうするかと

いうことが、今、日本では、大きな問題となって

いる。

　私のクリニックで「発達障害」の診断と治療を

するようになって約１０年。私のクリニックに来

院する発達障害の患者について述べる。

　2017年1月1日から2017年12月31日までの発達障

害の受診者数は、

　　男性　２２９名

　　女性　１２１名

　　計　　３５０名

年齢別は下記の通りとなる。

　　１９才以下　　１５名

　　２０代　　　１１５名

　　３０代　　　　９８名

　　４０代　　　　７９名

　　５０代　　　　３７名

　　６０才以上　　　６名

　私のクリニックでは、主に成人を扱っているの

で、１９才以下は少ない。

治療に関しては、社会生活上の工夫が中心となる

が、ADHDには、薬物療法が可能で、その効果は驚

くべきものがある。今まで、物事に集中できな

かったり、数字を間違ってばかりいた人が、改善

するのである。投薬した人の６～７割に改善が認

められる。

　今後さらに研究が進み、臨床応用がされて、

ADHDや他の発達障害の治療が可能になっていくこ

とを期待している。

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

➀12月のロータリーレートは1ドル112円です。

②本日例会終了後、引き続き年次総会を行います

　ので、宜しくお願い申し上げます。

「疾病の予防と治療月間にちなんで（発達障害パート２）」
正岡　哲　会員

MyRotary登録率優秀クラブ表彰（会長の時間　続き）

達成され、当クラブでは新谷パストガバナーに次

いで二人目のロータリー財団メジャードナーとな

ります。

　あと地区大会における当クラブへの表彰は、

クラブとして

①100パーセント「Every Rotarian,Every Year」

（計40クラブ）

②100パーセント「ロータリー財団寄付」クラブ

（計57クラブ）

③End Polio Now:ポリオ感謝状（計51クラブ）

④米山功労クラブ

⑤My　Rotary登録率優秀クラブ

　個人として

①ロータリー財団認証者（2017年7月～2018年6月）

　中西博之会員　ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　ベネファクター

　岸添広一会員　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　正岡　哲会員　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　池田吉清会員　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　松室利幸会員　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　谷口　浩会員　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　ベネファクター

②米山功労者（2017年7月～2018年6月）

　谷口　浩会員　米山功労者マルチプル

　沢田武司会員　米山功労者

　新田耕平会員　米山功労者マルチプル

　山内邦夫会員　米山功労者マルチプル

　加藤光祥会員　米山功労者マルチプル

　田中隆弥会員　米山功労者マルチプル

　正岡　哲会員　米山功労者マルチプル

　長嶋貞孝会員　米山功労者マルチプル

表彰された皆さん、誠におめでとうございます。

幹　事　報　告
～　月間によせて　～
疾病予防と治療月間 第29回米山功労クラブ

幹　事　報　告

地区大会Photo

米山功労クラブとは

米山奨学生　鄭　詩頴　様

ビ　ジ　タ　ー

　クラブの特別寄付の累計が100万円に達したと

き、米山功労クラブとして感謝状が贈られる。第

２回目からは100万円ごとに感謝状が贈られる。

　普通寄付と特別寄付金の合計した累計額が

1,000万円に達したとき、それぞれ1,000万円達成

クラブとして、感謝状が贈られ、以降、1,000万

円ごとに同様に表彰される。

http://www.rotary-
yoneyama.or.jp/contribution/commendation


