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3月18日(月)

例 会 休 会

会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

　皆さんこんばんは。

　3月2日（土）大阪国際会議場にて会長エレクト

研修セミナー（PETS）が開催され、新谷パストガ

バナー、岡本会長エレクトとともに出席して参り

ました。

【2019-20年度RI会長】

　マーク・マローニー氏

（デイケーターロータリークラブ）

【RI会長テーマ】

　ROTARY　CONNECTS　THE　WORLD

（ロータリーは世界をつなぐ）

【中核的価値観】

　奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ

【ビジョン声明】

　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。

【４つの優先事項】

　①より大きなインパクトをもたらす

　②参加者の基盤を広げる

　

出　席　報　告

1535 回 1532 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 　2　名 　4 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 2 名 4 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％  ９３.１０％     ９０.３２％

補 正ホーム

例会日

例会回数

  2019年3月4日   2019年2月4日

前々々例会　2月4日分のメークアップ　　　

 高橋　仁会員 2月 9日 北海道2500地区ロータリーEクラブ出席

　　

「大阪②」

 担当：奥村 雅一 会員
回週

　

 担当：岸添 広一 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月の結婚記念日

「最近の不動産事情」

山内邦夫・静枝ご夫妻　3月26日

中西博之・里子ご夫妻　3月21日

2回欠席すみません。

昨日、佛日寺の大涅槃図の修繕
が終了して披露いたしました。

長男が婚約をいたしました。相手
方ご家族と初顔合わせは緊張しま
したが、気さくに話ができる方た
ちでよかったです。

欠席のおわび。

欠席お詫び申し上げます。

おかげさまでまぶしさがとれて右
眼も楽になりました。

おつかれさまです!!

昨日はひなまつりでしたね。まっ
たく人形をかざりませんけどね。

欠席おわびいたします。

本日、卓話です。

息子が婚約し、挙式が9月に決ま
りました。中村さんのようにバー
ジンロードを歩きたいです。

中川部屋のちゃんこ鍋おいしかっ
たです。力士の方々とゆっくりお
話できました。

田中　隆弥　会長 …

服部　潤承副会長 …

沢田　武司　会員 …

松室　利幸　会員 …

谷口　　浩　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

國司　真相　会員 …

子安　丈士　会員 …

坂田　妙子　会員 …

庄田佳保里　会員 …

ニ  コ  ニ  コ  報  告

合 計　18,000円　 累 計　899,340円

 大阪府議会議員 原田こうじ様

　③参加者の積極的な関わりを促す

　④適応力を高める

【6重点分野】

　①平和と紛争予防／紛争解決

　②疾病予防と治療

　③水と衛生

　④母子の健康

　⑤基本的教育と識字率向上

　⑥経済と地域社会の発展

【年次目標】

　①人々が手を取り合うのを促す（会員増強、会

　　員の維持、若手・女性会員、新クラブ結成、

　　ローターアクターの入会）

　②行動する（ポリオ撲滅運動、DDFを活用する

　　ことでPJを増やす、年次基金・ポリオ・恒久

　　基金、「世界を変える行動人」キャンペーン

【RID2660地区ビジョン】

　①RIテーマを理解し、地域特性にあった活動を

　　することにより具現化

　②親睦と職業奉仕で世界及び地域社会で良い変

　　化を生み出す

　③魅力ある・元気ある・個性あるクラブになる

【RID2660中期5ヶ年計画】

　①クラブのサポートと強化（各クラブが将来の

　　ビジョンを持つ、クラブ会員基盤の強化、　

　　2021-2022年度には4,000名）

⇒池田くれはロータリークラブビジョン
　「地域社会のため、また自分自身のために
　魅力ある・元気ある・個性あるロータリー活
　動をする。持続可能な事業に取り組む」

　②人道的奉仕の重点化と増加（成果の持続可能

　　な奉仕の強化、財団補助金利用50件目標、R

　　財団・米山奨学会への寄付の推進）

　③公共イメージと認知度の向上（感動と誇りを

　

3月のお誕生日お祝い

春のRYLAセミナー

　2018-2019年度春のRYLAセミナーが、2019年4月

27日（土）から29日（月・祝）まで、東大阪市の

ホテルセイリュウにて開催されます。

（ホストクラブ：東大阪東ロータリークラブ）

　18歳から30歳までの若者で、全日参加可能な方

ならどなたでも参加できます。お知り合いに該当

する青少年がおられる方は、ぜひお声掛けをお願

い致します。

青少年奉仕委員長　今井 卓哉

　春のRYLAセミナーの2年前のホストクラブは、池

田くれはロータリークラブでした。当時の様子が、

ホームページおよび週報1468号P4に載っています。

　また、My ROTARYにRYLAの説明があります。

よろしければご一読下さい。

https://www.rotary.org/ja/our-
programs/rotary-youth-leadership-awards
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　水処理の歴史では、近代水道の誕生は１８０８

年にイギリスのグラスゴー水道会社から始まった

とされております。その後、１９６０年ごろまで

の主流派、沈殿、砂濾過、消毒を中心としたもの

でした。

　地球上に存在する水は、１４億K㎥と言われ、

このうち、地下水、河川、湖沼などの淡水として

存在するものは、全体の0.8％である。

国連開発計画の予測では今日約７億人が水にスト

レスを感じているが、2050年には１０億人規模に

達すると見込まれている。

　日本の平均年間降水量は、世界平均の２倍以上

であるが、国民一人当たりの水資源量は、世界平

均の半分程度で、１５６カ国中９１位である。こ

れは、節水技術の高度化を通じた効果的な水管理

システムの構築ができているからである。

日本の水処理技術の中でも、世界をリードしてい

るのが、膜処理技術である。この技術では世界

シェアの７０％ほどが日本企業で占めている。

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

「水と衛生月間」

　　　

米山奨学生終了式・歓送会報告

地区 米山奨学委員会 委員 坂田 妙子

日　時：平成 31年2月24日(日)17:30〜20:30

場　所：シェラトン都ホテル大阪 大和の間 東

時　間：17:30〜18:20 奨学生 終了式

　　　　18:30〜20:30 奨学生 歓送会、

参加者：四宮 孝郎 GE、簡 仁一 GN、

　　　　宮里 唯子地区代表幹事、

　　　　終了米山奨学生、カウンセラー、

　　　　クラブ会長、幹事、指導教員、

　　　　米山奨学生学友会(関西)

　　　　地区米山奨学委員会(岡部 倫正委員長、

　　　　生駒 伸夫副委員長、廣瀬 彰久副委員長、

　　　　大和田 雅江、栗山 博道、清水 久博、

　　　　清水 清一、末松 大幸、森本 尚孝、

　　　　金山 信利、松下 和彦、宮本 里恵、

　　　　坂田 妙子 各委員)

　2018年度米山学生終了式・歓送会が2月24日(日)

に、シェラトン都ホテル大阪において開催されま

した。本年度の終了生は全員で28名でした。

　岡部 倫正米山奨学委員長の開会の挨拶で、幕

を開けました。今春に奨学期間が終了した28名(2

名欠席)の米山奨学生に『終了証書』及び『記念品』

を四宮孝郎GEより一人々々に授与されました。

　終了奨学生は10カ国(台湾、カナダ、中国、韓

国、ベトナム、インドネシア、米国、イタリア、

ネパール、ウクライナ)

　終了奨学生を代表して大阪南 RC 張 彤 (チョ

ウ トウ)さんから「ロータリアンの皆様に大変お

世話になり、今まで学んだ事を忘れずに、次への

ステップを進んでいきます」と感謝の挨拶があり

ました。その後、四宮孝郎GEからご祝辞を頂戴

し、第一部が、終了しました。

　第二部は米山記念奨学会評議員 高島凱夫PGの

乾杯のご発生により祝宴が、始まりました。

　祝宴では、米山記念奨学会評議員 高島凱夫PG

からカウンセラー様へ、一人々々に感謝状を渡さ

れました。その後、奨学生とカウンセラー様にイ

ンタビューをし、たくさんの思い出を語っていた

だきました。

　地区米山奨学委員会からサプライズプレゼント

とし、鶴の折り紙で作った首飾りを奨学生の皆様

にプレゼントしました。

　日本の心の鶴に乗って羽ばたいて欲しいと思い

ます。

　そして宴も終わりを迎え、四宮孝郎GEより閉会

のご挨拶をいただきました。

「ロータリアンと奨学生の絆は、心の繋がりとし

て、一生の財産である」と、お言葉をいただきま

した。最後に全員で、ロータリーソング「手に手

つないで」を歌いお開きとなりました。

　奨学生の皆さんが、日本と母国の懸け橋とな

り、次世代のリーダーになり、国際親善の輪が広

がることを、祈念しております。

（会長の時間　続き）

　　得、魅力を伝える、公共イメージの向上、IT

　　化の推進）

【地区年次目標】

　①ビジョンの策定（RIの柔軟性・多様性、自ら

　　の地区・クラブ・委員会の立ち位置を知る）

　②会員基盤の強化（多様な会員の入会促進、退

　　会防止）

　③ポリオ撲滅

　④ロータリー財団への寄付増進（年次基金150

　　ドル、ポリオ50ドル、恒久基金、ベネファク

　  ターをクラブで1人）

　⑤米山記念奨学会への寄付増進（1人当たり　

　　30,000円）

　⑥公共イメージの向上（My Rotaryの登録、ク

　　ラブセントラルの活用、IMロータリーデーを

　　利用）

【2019-2020年度RID2660地区スローガン】

　Stand　by  you　～あなたと共に～

　相手に寄り添い、奉仕の喜びを分かち合う、新

　たな友人ができた喜びを分かち合う

～　月間によせて　～

子安 丈士　会員

第9回理事会議事録

日時　2019年3月4日　17：30～

場所　ブリッジ

理事数　11名

出席者（敬称略）

理　事　10名

　田中、高原、岸添、松室、藤原、服部、岡本、

　沢田、今井、乾

オブザーバー　2名

　中西、青井

欠席者（敬称略）

　池田

審議事項
第1号議案　卓話者変更の件

　　　　　　3月25日と4月1日の卓話担当者を以

　　　　　　下に変更する。

　　　　　　3月25日　國司会員から奥村会員へ

　　　　　　4月 1日　奥村会員から國司会員へ

　　　　　　承認　

第2号議案　その他

　　　　　　なし　　　　　　

次回理事会は4月1日の予定。　　　　　　　

以上

幹　事　報　告

➀本日、17：30よりブリッジにて第９回理事会が

　開催されました。

②豊中千里ロータリークラブより、例会参加

（メークアップ）へのお誘いが届いております。

　本日､出欠の回覧をまわしておりますので回答

　の程､宜しくお願い申し上げます。

③地区より、2019‐20年度地区補助金申請受付開

　始のお知らせが届いております。

　(岡本会長エレクト、乾次年度幹事、中西次年

　度委員長、國司次年度委員長、奥山次年度委員

　長宛)

④本日、例会終了後にイベントスペースにて創立

　35周年記念実行委員会を開催をいたしますの

　で、実行委員会メンバーの会員は出席の程、　

　宜しくお願い申し上げます。

My ROTARYより

　水と衛生について
　ロータリーはこんな活動をしています。

　会員の世界的ネットワークを通じて、世界各地の

人びとと協力して教員研修やカリキュラム作成を行

うだけでなく、家庭と学校の水・衛生設備の改善を

通じて、子ども（特に女子）への教育を改善してい

ます。

https://www.rotary.org/ja/our-causes/providing-clean-water


