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3月11日(月)

例 会 休 会

出　席　報　告

1534 回 1531 回

Ａ 会員数 32 名 32 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 27 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　6　名 　3 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 21 名 24 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 3 名

Ｇ メークアップ数 3 名

出 席 率 　 ％ 　８０.６５％    １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

  2019年2月25日   2019年1月28日

前々々例会　1月28日分のメークアップ　　　

池田吉清会員 2月 4日 第8回理事会出席

岡本　厚会員 2月 4日 第8回理事会出席

子安丈士会員 2月 7日 ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席

 補正出席率100％を達成しました！！　

　　

「最近の不動産事情」

 担当：岸添 広一 会員
回

～　月間によせて　～

週

　

 担当：子安 丈士 会員

々

週

　4月15日（月）の例会は、クラブ創立35周年記

念式典を下記のとおり開催致します。

　ぜひともご出席いただけますようどうぞよろし

くお願い申し上げます。なお、会員皆様の集合時

間等につきましては、改めてお知らせさせていた

だきます。ご協力の程どうぞよろしくお願い申し

上げます。

記

 日時：4月15日（月）

  受付開始　17：30～

  記念式典開会　18：00～

  祝    宴　19：10～

 場所：不死王閣グリーンホール

以上

幹事　高原誠一郎

3月のお誕生日

「水と衛生月間」

●3月号推奨記事

P9～10　我がクラブ紹介　

　　　　池田くれはRC田中隆弥会長　

P13　2019－20年度のための地区チーム研修

　　 セミナー 報告

　田中隆弥　　IM第1組ガバナー補佐

　今井卓哉　　RYLA委員会副委員長

　奥山裕治　　社会奉仕委員会副委員長

　坂田妙子　　米山奨学委員会委員

　高原誠一郎　インターアクト委員会委員

　沢田武司　　公共イメージ向上委員会委員

　國司真相　　国際奉仕委員会委員 

  出席　 

P15　地区ロータリー財団補助金管理セミナー報告

  田中隆弥会長（第1組ガバナー補佐エレクト）

  岡本　厚会長エレクト

　池田吉清会長ノミニー

　吉井順子次年度副幹事

　國司真相次年度国際奉仕委員長　　　　　出席

P16　IM第1組フレッシュロータリアン研修

　　 交流会 報告

　田中隆弥会長（第1組ガバナー補佐エレクト）

　　高原誠一郎幹事、　沢田　武司会員

　　乾　　禎則会員、　坂田　妙子会員

　　奥山　裕治会員、　庄田佳保里会員　　出席

P17　2019学年度 米山奨学生選考試験

  田中隆弥会長（前地区米山奨学委員長）

  坂田妙子地区米山奨学委員

　　　 　　　　　　　　選考委員として参加

P24～25　 米山奨学委員会／ロータリー財団

　　　　　米山功労者

  　　田中隆弥会長　　　　第9回マルチプル

　　　新谷秀一パストガバナー  第6回マルチプル　

　　　中西博之会員        第1回

　　　　　ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　青井秀浩会員 　

P30　2019年1月度 会員数・出席報告

  　高原誠一郎幹事の積極的なメークアップの　

　　勧めにより、1月度の補正出席率が100％を

　　達成致しました。

今後ともご協力よろしくお願い申し上げます。

ガバナー月信より

➀地区より、ＩＭ第１組ロータリーデーへの参加

　に対するお礼が届いております。（会長、幹事

　宛）。

②大阪中央ロータリークラブより、創立35周年記

　念式典・祝宴の案内が届いております（会長、

　幹事宛）。

幹　事　報　告

奥村　雅一　会員　3月25日

高橋　智子　様　　3月 6日

加藤　順子　様　　3月 8日

　我がクラブ紹介
池田くれはＲＣ会長　田中隆弥

【クラブ運営方針】

　魅力ある・元気ある・個性あるロータリー活動

をしよう！

　～池田くれはロータリークラブの会員で良かっ

たと思える一年に～

【例会運営】

⑴標準ロータリークラブ定款第8条第1節に則り、

例会回数を年35回としました。このうち池田RCと

の合同例会を除く34回は、すべて例会場で開催し

ています。

　回数を減らした分、例会中に食事の時間を設け

ず、1時間充実した例会となるよう心掛けていま

す。

⑵親睦を兼ねた移動例会は、例会外親睦行事とし

て例会から切り離し、メークアップの対象とする

ことを理事会決定しました。参加費用は全額自己

負担としています。

⑶例会場は池田市民文化会館1階レストラン奥の

パーティールームから3階のイベントスペースに

移動しました。

　理由は、明るく広い場所であることとステータ

スを高め例会の重要性を若い会員に認識してもら

うためです。

　SAAを中心に若い会員が準備をし、ほぼ全員で

後片付けをしています。例会場費は年間約100万

円の負担増となりました。

⑷例会開始時刻18:30という夜間例会の特性を生

かし、例会時の食事は自由としました。18:00～

例会場横に食事スペースを設けており、希望者は

あらかじめ弁当を予約し、そこで食べることがで

きます。弁当代は各自の負担です。また1階のレ

ストランで食事をした後、例会に出席することも

可能です。

⑸ホームクラブ出席率は、毎回90％以上を目指し

ています。また補正出席率が100％に到達するこ

ともあります。

【ロータリー活動】

　例会の回数を減らした分、またクラブ創立35周

年を記念してロータリー活動に力を入れました。

⑴インターアクトクラブの提唱　7月1日

　アサンプション国際中学校高等学校IACがRIより

認定されました。認定状伝達式を4月15日に行う予

定です。

⑵2018 夏 自然とあそぼうスマイルキャンプ開催

　8月17日～19日

　以前地区行事であった少年少女ニコニコキャン

プを再現する形で2660地区内の小中学生39名を対

象に箕面市教学の森 野外活動センターで開催し

ました。（ガバナー月信10月号）

⑶友好クラブ締結　9月27日

　台北市にて、RI第3481地区台北老松RCと友好ク

ラブを締結しました。

⑷大相撲秋巡業招致　10月18日

　当クラブが勧進元となり池田市五月山体育館で、

平成30年秋巡業大相撲池田くれは場所を開催しま

した。幕内取組の結びの一番では、横綱稀勢の里

が横綱鶴竜を寄り切り、この日最高の盛り上がり

を見せました。

（ガバナー月信1月号、ロータリーの友1月号）

⑸ミャンマーへランドセルを寄贈　1月18日

　ヤンゴンのナッマウッ寺子屋学校にて中古ラン

ドセル55個の贈呈式を行いました。メンバー６名

で参加し、子どもたちの瞳に魅せられました。

⑹ロータリー青少年交換プログラムにIACの会長

会長の時間  　　会長  田中隆弥
中川部屋応援ちゃんこ鍋家族会
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　今後の日本の最大の問題は社会保障制度と人口

動態にあると思っています。

　まず、社会保障制度とは少なくとも日本で生ま

れ生活する上で最低限の生活が送れるよう国とし

て社会として保護し守るものです。

①一定の条件を満たせば入らなければならない社

　会保険

②障害者や母子家庭など社会生活を送るうえでハ

　ンディキャップを負っている社会的弱者の人々

　が安心して社会生活を送れるように支援を行う

　社会福祉

③主に生活扶助と医療扶助を行う公的扶助

④公衆衛生及び保険医療の4つの分野から成り立って

　います。

　社会保障制度とはすべての国民がその恩恵を受

け、すべての国民で維持しなければなりません。

既に高齢者が30％に迫る超超高齢社会となってお

り更に少子化により制度を支える人口が減少する

現実は、国家としての安心と安全を脅かすもので

す。

　ではどうすれば良いのでしょうか。

ロータリアン的な存在が重要になると思っていま

す。ロータリアンは事業を行いそれにより地域経

済に貢献し、雇用を生みだしています。全国的に

見れば約9万人のロータリアンの事業が生み出す

経済効果、そして生み出している雇用は家族を含

めると数百万人から1千万人を越えると思われま

す。ロータリアンの事業を充実させて雇用を図り

少しでも困難な時代に社会に奉仕し貢献しなけれ

ばなりません。

　今こそロータリーの存在意義が示されるのです。

　出でよロータリー的起業人、目指せGAFA・アリバ
バ・テンセント　救え日本‼

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

「社会保障制度と人口動態について考える」
　加藤 光祥　会員

　　　

➅自分一人ではできない地域社会や世界で奉仕す

　る機会が得られます。

➆ロータリアンであるがために何ものにも代えが

　たい信用が高まります。

　例会は、毎週木曜日12:30～13:30パルティール

京都で開催されています。

　ミャンマーへ、リサイクルランドセルを寄贈す

る事業を次年度も継続したいと思います。

　2月末に、呉服小学校と、ほそごう学園の２校

に募集案内を出しております。

（3月19日から3月29日、事務局にて回収期間を設

けております。）

　

　また、会員の皆様方のお知り合いでご不要にな

られたランドセルをお持ちの方がおられましたら

お声掛けください。

次年度国際奉仕委員長　國司真相

ニ  コ  ニ  コ  報  告

2月18日の例会欠席しました。

今日は阪大の入試で事務所は
ひっくりかえっていました。

欠席お詫び申し上げます。

ちゃんこ鍋楽しみにしています。

奥山さん、土曜日はラッキーでし
たね。

欠席お詫び

本日卓話

孫達の恋ダンスで施設のもちつき
大会が大いに盛り上がりました。

あたたかくなりましたね!!

梅の花が満開です。とってもいい
においがします。

米山奨学生終了式歓送会が昨日執
り行われました。優れた地区米山
委員会の皆様のチームワークの中
司会、進行と務めとても貴重な経
験をさせて頂きました。

今週金曜日のちゃんこ鍋楽しみに
しています。

2月で57才になりました。

先日、スナックでベロベロの今井さ
んを見ました。でも、今井さんのこ
とがもっと好きになりました。

今月末締切の補助金申請、無事に
提出できますように!

服部　潤承副会長 …

岸添　広一　会員 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

今井　卓哉　会員 …

長嶋　貞孝　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 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

北川　智司　会員 …

中村　　武　会員 …

庄田佳保里　会員 …

合 計　25,000円　 累 計　881,340円

　長嶋会員と坂田会員をソングリーダーとして、

「我らの生業」を斉唱致しました。

　2720 Japan O.K. ロータリーEクラブ作成の、

歌詞付き動画がありますのでよろしければご視聴

ください。

https://www.youtube.com/watch?v=DBGu0_9btG4

　

以下、ロータリー百科事典より

　日本で唄われる「我等の生業」は一業一人制の

ロータリアンがクラブを結成し、平和と親睦の目

的に向かって、クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉

仕・国際奉仕の四大部門を通じて努力するという

内容である。

https://sites.google.com/site/rotary100jiten

/yougo-shuu/ra-kudari/re---ro/rotari-no-uta

ロータリーソング

リサイクルランドセル募集

（会長の時間　続き）

を派遣学生として推薦しました。海外からの派遣

学生を受入れるため、ホストファミリー等鋭意準

備中です。

【その他】

⑴マイロータリー登録率が100％です。

⑵今年度、米山功労者メジャードナーを3名輩出

しました。当クラブではロータリー財団で1名メ

ジャードナーが在籍しておりますので、合わせて

4名となりました。

⑶例会場費は100万円の負担増となりましたが、

親睦行事、食事を例会から切り離し受益者負担と

したことで、通常会費を10万円下げることができ

ました。

⑷次年度地区委員会に8名が出向します。PG、AG

と合わせ次年度は、会員32名中10名が地区に出向

することになります。

副会長の時間  　　副会長  服部潤承

　今晩は。米山奨学生の鄭芝頴さん、ようこそお

いでくださいました。

　本日は、田中隆弥会長が公用により出張されて

いますので、会長の時間の代役として、週報第

1534号「ロータリーの歴史に学ぶ⑫『四つのテス

ト』」についてを朗読いたします。＜朗読文は週

報第1534号を参照してください。＞

　ところで、2月18日の例会を所用で欠席いたし

ました。その代わりに2月14日に、出向先にある

RI2650地区宇治鳳凰ロータリークラブの例会に出

席しメークアップを致しました。宇治鳳凰ロータ

リークラブは1990年3月29日に創立し、30周年を

迎えます。会員は44名、(そのうち6名が女性会員)

平均年齢が63歳であります。友好クラブは、酒

田スワンロータリークラブ(山形)・那覇西ロータ

リークラブ(沖縄)・ケアンズロータリークラブ

(オーストラリア)の3クラブあります。

　宇治鳳凰ロータリークラブに入会してよかった

こと。

➀毎週例会の出席で自分の人間性を高め人格が高

　まります。

➁自分の職業で得られない多くの素晴らしい出会

　いがあります。

➂ロータリアン同志の友情は多くの親友を得られ

　ます。

➃優れた指導者との巡り合いで多様な考え方が学

　べます。

➄新しい文化や未知の世界と出会えます。

3月のお誕生日

奥村　雅一　会員　3月25日

高橋　智子　様　　3月 6日

加藤　順子　様　　3月 8日

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　　 鄭　  詩頴　様


