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1月14日(月)・21日（月）

例 会 休 会

　皆さん、こんばんは。12月17日の会長の時間で

す。本日も米山奨学生の鄭詩頴さんをお迎えして

おります。ごゆっくりお過ごしください。

　昨日のクリスマス家族会では、とても楽しい時

間を過ごせました。奥山委員長はじめ親睦委員会

の皆さん、お世話になり誠にありがとうございま

した。

　服部副会長に対し、ロータリー財団よりマルチ

プル・ポール・ハリス・フェロー（1回目）のピ

ンが届いております。おめでとうございます。

　先週の年次総会で次年度当クラブの役員・理事等

が承認されました。年明け以降の今年度と次年度の

確定しております行事と出席義務者（敬称略）につ

いてお知らせします。

①1月17～20日　ヤンゴン訪問

　岡本、高原、服部、乾、國司、田中

②2月2日（土）13：30～　DTTS（地区チーム研修

　セミナー）

　今井、中西、奥山、坂田、高原、沢田、國司、

　石田、田中（代理出席不可）

③2月9日（土）IMロータリーデー、フレッシュロ

　ータリアン研修交流会

④2月16日（土）補助金管理セミナー

　岡本、池田、中西、田中

⑤3月2日（土）13：30～　

  PETS（会長エレクト研修セミナー）

　岡本、田中

⑥4月8日（月）15：00～　

  2019-20年度第1回IM1組15RC会長・幹事会

　岡本、乾、高原、沢田、田中

⑦4月13日（土）地区研修・協議会

　岡本、乾、高原、沢田、中村、奥山、國司、

　今井、石田、中西、坂田、吉井、田中

　（代理出席可）

⑧4月15日（月）クラブ創立35周年記念式典

⑨4月22日（月）青山ガバナー補佐訪問、クラブ

　協議会

⑩5月18日（土）規定審議会報告会

　岡本、田中

⑪5月25日（土）会員増強セミナー

　岡本、高原、田中

⑫7月8日（月）ガバナー補佐訪問、クラブ協議会

⑬7月29日（月）四宮ガバナー公式訪問、

　ガバナー懇談会（役員理事等12名＋坂田）

出　席　報　告

1529 回 1526 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 　1　名 　4 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 27 名 24 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ 　９６.８８％     ９６.９７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年12月17日  2018年11月26日

合 計　35,800円　 累 計　736,340円

田中　隆弥　会長 …

藤原　史郎副会長 …

服部　潤承副会長 …

岡本　　厚　会員 …

沢田　武司　会員 …

松室　利幸　会員 …

今井　卓哉　会員 …

山内　邦夫　会員 …

正岡　　哲　会員 …

新田　耕平　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

國司　真相　会員 …

子安　丈士　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

米良　朗子　会員 …

昨日はクリスマス家族会で楽しい
時間をありがとうございました。
奥山委員長はじめ親睦委員の皆
様、お世話になりました。

クリスマス会ありがとうござい
ました。吉井さん写真ありがと
うございます。

ア.ハッピー.ホリデイでした。

卓話当番です。

クリスマス家族会、親睦委員会
ありがとうございました。早い
もので、今年度も半分終わりま
したね。

奥山親睦委員長をはじめとする親
睦委員会の皆さん楽しいX’mas会
＋2次会、3次会、4次会？ありが
とうございました。

昨日の「クリスマス家族会」では
大変お世話になりました。ちょう
ど家内の誕生日でしたので、皆様
にハッピーバースディを唄ってい
ただきありがとうございました。
吉井さますてきな写真ありがとう
ございます!

クリスマス例会、写真ありがとう
ございました。

クリスマス例会ありがとうござい
ました。

クリスマス会お世話になりまし
た。吉井会員写真ありがとうござ
いました。

すてきなクリスマスを皆さまとお
祝いできて実にハッピークリスマ
スでした。

クリスマス家族会おいしかったで
す!!

欠席おわびです。

昨日は、おつかれ様でした。新商
品を本日お持ちしました。
ぜひご賞味下さい。

2018年度お世話になりました。自
己レベルが低くご迷惑をおかけし
ています。少しずつ皆さんに近づ
けるように努力を続けていきたい
と存じます。

昨日のクリスマス家族会に多数ご
参加いただき、ありがとうござい
ました。

昨日はクリスマスパーティーありが
とうございました。大変楽しませて
頂きました。本日で今年最後の例会
となりますが4月より大変お世話に
なりありがとうございました。どう
ぞよいお年をお迎え下さいませ。来
年もどうぞ宜しくお願い致します。

前々々例会　11月26日分のメークアップ　　　

  中西博之会員 12月 3日 第6回理事会出席

  松室利幸会員 12月 3日 第6回理事会出席

  新谷秀一会員 12月 6日 例会外親睦会出席（出席免除者）

  米良朗子会員 12月 8日 地区大会出席

ニ  コ  ニ  コ  報  告

　　

「クラブフォーラム③」

 担当：職業奉仕委員会
回

ビ　ジ　タ　ー

卓　話次
々
週

　

PayPay株式会社　関西第一ブロック

米山奨学生　　 鄭　  詩頴　様

 担当：東浦　敬　会員

幹　事　報　告

➀地区より、2018-19年度国際ロータリー第2660

　地区　地区大会のお礼が届いております（会　

　長、幹事宛）。

②豊中南ロータリークラブより、50周年記念事業

　の案内が届いております（会長、幹事宛）。

③本日例会終了後、35周年実行委員会を開催いた

　しますので、宜しくお願い申し上げます。

④本日が本年最後の例会となります。次回例会　

　は、来年1月７日となりますので、お間違いな

　い様、宜しくお願い申し上げます。

スーパーバイザー　中西　恭子　様

池田市担当　鞆田　美幸　様

新谷　秀一　会員　1月14日

正岡　　哲　会員　1月20日

加藤　光祥　会員　1月25日

服部　潤承　会員　1月15日

高橋　　仁　会員　1月 6日

谷口　知子　様　　1月23日

北川　寛子　様　　1月15日

1月のお誕生日

1月の結婚記念日

池田吉清・雪子　ご夫妻　1月26日

藤原史郎・ﾋｻ子　ご夫妻  1月11日

昨日のクリスマス家族会お疲れ様
でした。料理とっても美味しかっ
たです。

昨日のクリスマス家族会のおつり
をニコニコします。

ニコニコ続き

中村　　武　会員 …

親 睦 委 員 会   …
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　世界のキャッシュレス化は日々拡大している。

韓国を筆頭に、キャッシュレス化の経済比率は90

％、対して日本は20％未満である。

　韓国：90％
　中国：60％
　イギリス：55％
　スウェーデン：49％
　アメリカ：45％
　日本：18％

　世界各国に並びキャッシュレス化を広めるべ

く、日本政府は2025年までに40％への引き上げ、

将来的には80％まで延ばす大胆なビジョンを立ち

上げた。paypay株式会社はその施策の力添えとな

るべく、「paypay」というQR決済サービスをこの

10月より開始した。

　paypayは専用端末を置く必要もない為、店舗側

も手軽に導入が可能である。また、利用者側もア

プリをダウンロードするだけで500円が付与され

るのでコンビニなどで普段使いにも手軽に利用が

可能だ。

店側メリット

　・無料で導入可能
　・会計が早く、間違いがない
　・つり銭の必要なし

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

「スマホだけで現金なしの世界へ」

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

幹　事　報　告

クリスマス家族会Photo

　ホームページでご紹介させていただいておりま

す会員事業所のご紹介ページに以下の事業所が新

たに掲載されました。

 学校法人 二本松学院

 黄檗宗摩耶山佛日寺

 Do-Planning Club

 特定非営利活動法人いけだエコスタッフ

　引き続き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下さい。　

担当　岡本　厚　会員
PayPay株式会社  関西第一ブロック スーパーバイザー 中西 恭子 様

第1回被選理事会議事録

日時：平成30年12月21日（金）午後6時半～8時半

場所：不死王閣 薫風の間

出席者（敬称略）

　田中隆弥、岡本 　厚、高原誠一郎、乾  禎則、

　沢田武司、中村 　武、奥山裕治、　中西博之、 

　吉井順子

欠席者（敬称略）

　池田吉清、国司真相、今井卓哉

　最初に田中会長から次年度も今年度同様の粒ぞ

　ろいのメンバーがそろったので今後の会の運営

　が大変楽しみあるとの挨拶が述べられ、続いて

　岡本会長エレクトから 、田中がバナー補佐エ

　レクトを支え、理事の方々及び会員の皆様のご

　協力を得て次年度の目標を達成すべく努める所

　存であるとの挨拶があった。地区関係の委員会

　等への出向委員もこれまで最多であり支えてい

　く。行事予定その他は現段階では未定であるが

　皆さんでよい知恵を出し合っていただき楽しく

　運営ができればと考えているのことであった。

　続いて議事に入った。

審議事項
第1号議案 次年度各委員会長について

　別紙に沿って岡本会長エレクトが2019－2020　

　年度の各委員会委員長名を読み上げ確認をする。 

　尚、各委員は第2回被選理事会にて決定する。

　（リクエストがあれば幹事まで）

第2号議案 その他

　特になし

検討事項
　7月8日にはガバナー補佐、7月29日にはガバナー

　公式訪問が予定されている関係上、クラブの現

　況の原稿準備などタイトなスケジュールが予想

　される。また地区補助金を使っての社会奉仕の

　事業計画はこれもスケジュールは急がねばなら

　いとの認識が必要。（因みに、過去における当

　クラブの地区補助金利用の社会奉仕活動は猪名

　川土手の里桜の植樹、母子家庭及び寡婦の方々

　のUSJ招待、そして昨年の子ども移動動物園で

　あった。）

　一方、グローバル補助金はゆっくり検討すれば

　よいとの田中会長の言。

（被選理事会議事録　続き）

　次いで第2回以降、第7回迄の被選理事会のスケ

　ジュールを下記のように決定。

　 第2回 1月21日 18:30～

　 第3回 2月18日 17:00～

　 第4回 3月25日 17:00～

　 第5回 4月22日 19:30～

　 第6回 5月20日 17:00～

　 第7回 6月17日 17:00～

　場所はいずれも市民文化会館 1階 ”ブリッジ“

　※岡本会長エレクト作成の行事予定表（別紙） 

　の年間例会数は2019年7月～12月が17回、　　

　2020年1月～6月が18回であり、合計35回である。

以上

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（1回目）

服部  潤承 副会長

プログラム・会報広報雑誌小委員会より

(卓話）続き

利用者メリット

　・スマホだけで財布レス
　・紛失や盗難リスクが軽減
　・買い物履歴が残る

スマホ決済が日本を大きく変える。


