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会長の時間  　　 会長  田中隆弥
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4月8日(月)
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4月15日(月)

インターアクトクラブ

　インターアクトは、12歳から18歳までの青少年

のための奉仕クラブです。同世代の参加者と交流

を深め、楽しく活動に参加しながら、地域に役立

つボランティア活動に参加し、世界について学ぶ

ことができます。インターアクトクラブは月に2

回例会を開き、地元のロータリークラブがスポン

サー（提唱クラブ）として支援します。インター

アクトクラブは毎年2回の活動（学校や地域社会

のための活動と国際理解を目指す活動）を実施し

ます。提唱ロータリークラブの会員は、インター

アクターが活動を行い、リーダーとしての力を身

に付けられるよう指導します。

　未成年であるインターアクターにとって、イン

ターアクトが初めての奉仕活動である場合もあり

ます。このためロータリアンが例会に出席し、イ

ンターアクトクラブを監督します。インターアク

トクラブは基本的に自立した団体ですが、資金の

管理についてはロータリアンからの指導が必要で

す。ロータリアンは、提唱したインターアクトク

ラブにおいて積極的に役割を果たすことで、イン

出　席　報　告

1538 回 1535 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 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 25 名 25 名

Ｆ 出席免除者出席数 2 名 2 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％  ９３.１０％     ９６.７７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2019年4月1日   2019年3月4日

前々々例会　3月4日分のメークアップ　　　

 正岡　哲会員 3月 1日 例会外親睦会  出席（出席免除者）

 松室利幸会員 3月 5日 ワールド大阪ロータリーEクラブ 出席

 新谷秀一会員 3月 2日 大阪フレンドロータリークラブ
　　　　　　　　　　　　　　  創立20周年記念式典  出席(出席免除者）       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　

「卓　話」
回週

　

々

週

「元気な会社の健康経営」

新谷秀一・秀子　　ご夫妻　4月29日

岸添広一・多都留　ご夫妻　4月 5日

東浦　敬・典子　　ご夫妻　4月16日

青井秀浩・奈緒　　ご夫妻　4月29日

欠席お詫びします。

誕生日です。35周年記念式典の日
です。

中川部屋も平安高校も帰りまし
た。

喜寿です。

IM1組ゴルフコンペでドラコン
ゲットしました。4月14日誕生日
です。

土曜日のRCゴルフコンペですが、
沢田さんがドラコン賞、私がニア
ピン賞を頂きました。成績は4名
共想像におまかせします。

新元号決定を祝して!

欠席お詫び申し上げます。

おつかれさまです!!

桜咲く、鼻ぐずぐず　かみなりが
なり雨　測量できない・・・

4月29日に平成最後の結婚記念日
を迎えます。令和も健康で仲良く
過ごしていきたいです。

本日卓話です。よろしくお願いい
たします。

新元号決まりましたね。先々週の
分ですが、欠席おわびします。

お誕生日です。
4/15で50才になります。

100人目の生徒さんが本日入会さ
れました。全員女性です。

今月、誕生日です。

「令和」が良い時代になりますよ
うに・・

無事、新年度を迎えられました。

田中　隆弥　会長 …

藤原　史郎副会長 …

岡本　　厚　会員 …

山内　邦夫　会員 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

松室　利幸　会員 …

谷口　　浩　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

青井　秀浩　会員 …

國司　真相　会員 …

子安　丈士　会員 …

東浦　　敬　会員 …

坂田　妙子　会員 …

奥山　裕治　会員 …

中村　　武　会員 …

庄田佳保里　会員 …

ニ  コ  ニ  コ  報  告

合 計　61,000円　 累 計　1,013,340円

アサンプション国際中学校高等学校ＩＡＣ
国際ロータリー認定状伝達式　　　

ターアクターがリーダーとしての力を身に付け、

地元地域との関係を築き、ロータリーファミリー

の一員となるための手助けをします。

　＜インターアクトクラブの支援＞

①青少年が主導する奉仕活動に一緒に参加する。

　またロータリークラブの行事に参加するようイ

　ンターアクターに呼びかける。

②ロータリークラブの奉仕活動から得られたベス

　トプラクティスや教訓をインターアクターに教

　える。またロータリーの重点分野に沿った活動

　ができるよう、インターアクターを指導する。

③積極的に参加し、入会したくなるような活気あ

　るクラブを作る方法について、アイデアや意見

　を交換する。

④インターアクターにロータリー青少年指導者養

　成プログラム（RYLA）やローターアクトクラブ

（RAC）を紹介する。リーダーシップ、コミュニ

　ケーション、チームワークの力を養うためロー

　タリー青少年奉仕プログラムに参加させる。

（インターアクト要覧より）

「クラブ創立35周年記念式典」

 担当：石田 貴子 会員 担当：沢田　武司 会員  場所：不死王閣

ビ　ジ　タ　ー

ガバナー補佐訪問

米山奨学生　　 鄭　  詩頴　様

ビ　ジ　タ　ー

4月のお誕生日お祝い

4月の結婚記念日

　　　　　　お　知　ら　せ

　4月15日(月）に不死王閣にて行われます

「クラブ創立35周年記念式典」の池田くれは

ロータリークラブ会員の集合時間は、16：00

です。 なお、15：40に池田駅前より、無料

送迎バスがございますので、ご利用ください。

山内会員、喜寿おめでとうございます。
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　徐々に春の気配が増してまいりますこの時期、

当山では｢お彼岸｣という期間がありましたが、現

代の皆さんにはとっては、中々とらえどころのな

い期間であるのが現状です。意味合いからすれ

ば、｢彼岸＜到彼岸＝波羅蜜→六波羅蜜｣と考え、

先祖供養とともに生きている人が六波羅蜜行をし

ましょうという期間でもあります。3月21日には

弘法大師空海ご入定の日がありました。4月8日に

はお釈迦さまの誕生日である花まつりを迎えま

す。

　インドのお釈迦さまの教えが、文字通り仏の教

えで仏教、その中でも当山は真言宗の寺院であり

ますので、日本の弘法大師空海の教えを大切にし

ております。多岐にわたる大師の教えにはロータ

リーの奉仕の理念と共通する点が多く、仕事でも

ロータリー活動でも「奉仕」「慈悲」「利他」の

精神を納得して勉強、実践させていただいており

ます。日々精進してまいります。

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

「真言宗の教えと奉仕の精神」」

　　　

担当　國司　真相　会員

幹　事　報　告

➀本日、17時30分ブリッジにて第１０回理事会が

　開催されました。

②地区より、第2660地区2019‐2020年度のための

　会員増強セミナー開催の案内が届いておりま　

　す(岡本会長エレクト、乾次年度幹事宛)。

③本日、例会終了後にイベントスペースにおいて

　創立35周年記念実行委員会を開催いたしますの

　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。

2019-20年度のための地区研修・協議会出席者 

「ロータリー賞」申請のための説明会

　谷口　浩会員が、ロータリー財団におきまして

累積寄付の合計が10,000ドルに達せられましたの

で、メジャードナーとなられました。

　ロータリー財団の寄付者の認証についてはこち

らで詳しく説明されています。

https://www.rotary.org/ja/donate/recognition

　4月3日水曜日に、田中隆弥会長、高原誠一郎幹事、

沢田武司次年度地区広報・情報・公共イメージ向上

委員会委員、青井奈緒事務局員で、2018-2019年度

「ロータリー賞」申請のための説明会へ（ガバナー

事務所）に行ってまいりました。

　ロータリー賞についての説明はこちらをご覧く

ださい。

https://my.rotary.org/ja/news-media/office-

president/rotary-citation

幹事　高原誠一郎

日時　2019年4月1日　17：30～

場所　レストランブリッジ

理事数　11名

出席者（敬称略）

理　事　11名

　　　田中、高原、岸添、松室、藤原、服部、

　　　岡本、池田、沢田、今井、乾

オブザーバー　2名

　　　中西、青井

欠席者

　　　なし

審議事項
第1号議案　クラブ協議会日程変更の件

　　　　　　4月15日（月）から4月22日（月）

　　　　　　へ移動する。PM5：00～ブリッジ於

　　　　　　承認　

　　　　　　

第2号議案　2019-2020年度のための地区研修協議

　　　　　 会への出席者について

　　　　　　別添名簿のとおり

　　　　　　承認　

第3号議案　その他　　

　　　　　　なし

報告事項　 35周年記念式典実行委員会の中で、

　　　　　 本日予算について話し合うため、

　　　　　 次回の理事会の審議事項について

           予算を検討する。

次回理事会は5月13日の予定。

　　　以上

第10回理事会議事録
ふりがな ふりがな

氏　　名 氏　　名

おかもと　あつし

岡本　厚
田中　隆弥

（ガバナー補佐として出席）
席）

いぬい　よしのり

乾　禎則

よしい　じゅんこ

吉井　順子

たかはら　せいいちろう

高原　誠一郎

さわだ　たけし

沢田　武司

なかむら　たけし

中村　武

おくやま　ゆうじ

奥山　裕治

くにし　しんしょう

國司　真相

いまい　たくや

今井　卓哉

なかにし　ひろゆき

中西　博之

さかた　たえこ

坂田　妙子

青少年奉仕部門

職業奉仕部門

SAA

ロータリー財団部門

クラブ奉仕

米山奨学部門

会長部門

幹事・
クラブ研修リーダー

部門

社会奉仕

部門名

会長

幹事

クラブ奉仕・SA A部門

社会奉仕・
国際奉仕部門

国際奉仕

クラブ研修
リーダー

たなか　たかや

メジャードナー

ガバナー月信より

●4月号推奨記事

P7～8　2019－20年度のための
　　　 会長エレクト研修セミナー報告

　　　 新谷秀一パストガバナー

　　　 田中隆弥IM第1組ガバナー補佐ｴﾚｸﾄ

　　　 岡本　厚会長エレクト 

  出席　 

P9　IM第1組｢一般公開型｣ロータリーデー 報告

   田中隆弥会長（IM第1組ガバナー補佐ｴﾚｸﾄ）

　 高原誠一郎幹事、岡本厚会長エレクト

　 乾禎則次年度幹事、長嶋貞孝会員

　 吉井順子会員、　沢田武司会員

　 今井卓哉会員、　坂田妙子会員

　 奥山裕治会員、　青井秀浩会員

　 國司真相会員、　庄田佳保里会員

　 今井京子様、乾貴子様、青井奈緒事務局員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席

P9　IM第4組ロータリーデー 報告　　　

　 田中隆弥会長（IM第1組ガバナー補佐ｴﾚｸﾄ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  出席

P13　米山梅吉記念館訪問

　　　 坂田妙子地区米山奨学委員会委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加

P13　米山奨学生終了式・歓送会報告

　　　 坂田妙子地区米山奨学委員会委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席

P18　米山奨学委員会／ロータリー財団

　第10回米山功労者メジャードナー  田中隆弥会長

  第3回米山功労者マルチプル　　奥村雅一会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


