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4月15日(月)

池田くれはロータリークラブ
創立35周年記念式典

アサンプション国際中学校高等学校
インターアクトクラブ

国際ロータリー認定状伝達式
　国際ロータリー第2660地区より、山本博史ガバ

ナーはじめ新谷秀一パストガバナー、泉博朗パス

トガバナー、松本進也パストガバナー、片山勉直

前ガバナー、四宮孝郎ガバナーエレクト、簡仁一

ガバナーノミニー、青山快玄ガバナー補佐、そし

て私と同期のガバナー補佐エレクトの皆様、さら

に地区インターアクト委員会より中野隆二委員長

はじめ副委員長の皆様、濱谷和也地区RYLA委員長

のご臨席を賜り、また学校法人聖母被昇天学院か

らは丹澤直己アサンプション国際小学校中学校高

等学校長はじめ顧問の先生方、インターアクター

達に出席して頂き、本日当地区10番目のクラブと

してアサンプション国際中学校高等学校インター

アクトクラブの国際ロータリー認定状伝達式を迎

えることができました。これも山本ガバナーのリ

ーダーシップをはじめとする関係各位のご協力の

賜物と存じます。

　本日の認定状伝達式は、池田くれはロータリー

クラブ創立35周年記念式典の中で執り行いますの

で、IM再編後の新1組のロータリークラブの会長、

幹事にもご臨席を賜っております。誠にありがと

うございます。

　昨年7月1日付にて国際ロータリーの認定を受け、

これまではインターアクトについて学ぶ準備期間

と位置付けておりました。インターアクトプログ

出　席　報　告

1539 回 1536 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 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％  ９３.５５％     ９０.３２％

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11日分のメークアップ　　　

 國司真相会員 3月 1日 例会外親睦会  出席

 北川智司会員 3月14日 ワールド大阪ロータリーEクラブ 出席    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　

「土地境界のトラブル」
回週

　

々

週
例 会 休 会

本日、2019-2020年度第1回IM第1
組会長・幹事会を開催しました。
お手伝いありがとうございまし
た。

本日4月8日はお釈迦様のお誕生日
です。

原田こうじ府会議員の勝利を祝っ
て。　
ご声援ありがとうございました。

本日卓話です。よろしくお願いい
たします。

4月29日は家内と同じ誕生日です。

昨日、勝ちました。

本日はハンターがお世話になりま
す!

眼の手術で81歳で初めて入院しま
した。お陰で良く見えます。
藤原先生ありがとう

桜の花も真っ盛り　花粉症も？

施設では本日お釈迦様誕生の花祭
りをしました。皆様熱心に手を合
わせておられました。欠席もおわ
びします。

おつかれさまです!!

今日10：00からの立会を忘失し
て、あわてて現場に行きました。
30分おまたせしました。

米山奨学生オリエンテーションの
司会進行を仰せつかりましたが奨
学生のお名前を呼ぶのに苦戦しそ
うです。一番多い文字の方は31文
字あります。

本日誕生日です。
54歳になりました。

田中　隆弥　会長 …

服部　潤承副会長 …

岡本　　厚　会員 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

池田　吉清　会員 …

今井　卓哉　会員 …

長嶋　貞孝　会員 …

新田　耕平　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 …

ニ  コ  ニ  コ  報  告

合 計　26,000円　 累 計　1,039,340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　　　

ラムを通じ、青少年のリーダーを育成し、またイ

ンターアクターはロータリーのグローバルコミュ

ニティとのつながりを持つことで同世代の仲間た

ちと交流を深め、楽しく参加しながら地域に役立

つボランティア活動について学び、国際理解を深

め、世界中に友だちを作ることができます。アサ

ンプション国際中学校高等学校のインターアクタ

ー達が、今後国際感覚とリーダーシップを身に付

け、地域社会で奉仕活動を実践できるよう、池田

くれはロータリークラブは提唱クラブとして支援

して参ります。

　最後にインターアクトクラブ結成に際し、ご協

力賜りましたすべての方々に感謝し、今後ともご

指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、会長の挨

拶とさせて頂きます。本日は誠にありがとうござ

いました。

「クラブ創立35周年記念式典」

 担当：石田 貴子 会員 場所：不死王閣

ガバナー補佐訪問

清水　英明　様

ビ　ジ　タ　ー

大阪北ロータリークラブ

米山奨学生　　 鄭　  詩頴　様

ハンター・ビンヤード様ROTEX

➀本日、15時イベントスペースにて2019‐2020年

　度IM1組第1回会長幹事会が開催されました。

②来週の4月15日はアサンプション国際中学校高

　等学校インターアクトクラブの国際ロータリー

　認定状伝達式及び池田くれはロータリークラブ

　35周年記念式典ですので、皆様ご参加の程、宜

　しくお願い申し上げます。

③本日、例会終了後にイベントスペースにて創立

　35周年記念事業実行委員会を開催いたしますの

　で、実行委員会のメンバーは出席の程、宜しく

　お願い申し上げます。

幹　事　報　告

ゴルフ同好会より

　4月11日（木）神戸パインウッズゴルフクラブ

にて、第3回ゴルフコンペが開催され、同好会よ

り池田会員、岸添会員、沢田会員、乾会員、奥山

会員、北川会員、中村会員、青井会員、の計8名

が参加しました。

　肌寒い一日で、少し雨も降りましたが、気持ち

よく皆でプレー出来ました。

　優勝者は中村会員でした。
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　従業員の高齢化や労働人口の減少、生活習慣病

の増加など、社会環境の変化により、従業員の健

康が個人だけでなく、会社にとっても重要になっ

てきています。従業員の不健康による悪影響を防

ぎ、会社を安定的に成長させていくために、会社

が積極的に従業員の健康づくりに取り組む「健康

経営」の視点が重要になっています。

　健康経営のメリットは

生産性の向上（モチベーションの向上、欠勤率の

低下、業務効率の向上）

負担軽減（長期的には健康保険料負担の軽減）

イメージアップ（企業ブランド価値の向上、社内

的・対外的イメージの向上）

リスクマネジメント（事故・不祥事の予防、労災

発生の予防）

であり、ひいては会社の業績向上、企業価値の向

上につながります。

　経済産業省では、優良な健康経営の取り組みを

している企業を「健康経営優良法人」「健康経営

銘柄」と認定するなど、国や経済界も健康経営を

推進しています。

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

「元気な会社の健康経営」

　　　

担当　沢田　武司　会員

日　時：平成31年３月25日（月）午後5時～6時

場　所：池田市民文化会館　１階　ブリッジ

出席者：岡本　厚　池田吉清　乾　禎則　

　　　　高原誠一郎　沢田武司　中村　武　

　　　　奥山裕治　國司真相　今井卓哉　

　　　　吉井順子

欠席者：田中隆弥　中西博之

（いずれも敬称略）

　最初に岡本会長エレクトから、各位のご意見を

伺いつつ皆のやりたいことをやっていくこと、

2019-2020年度のクラブ運営方針については本日

原案をお示し更に手を加える。ミャンマーへ送る

中古ランドセルの集まりは順調、4月郵送、5月渡

航の予定。クラブ創立35周年記念式典に台北老松

からは4月14日8名で来日され、不死王閣に2泊の

後、16日出国の予定。社会奉仕活動の内容は市政

施行80年との絡みについて未定であるが、2020年

3月迄期限あり。等話があった。

　続いて議事に入った。

第1号議案　2019-2010年度のための地区研修・

　　　　　 協議会への出席者について

　　　　　資料の出席者名簿を確認した。

          地区には既に提出済みである。

　　　　 （部門は8部門、出席者は11名）

第2号議案　その他

　続いて報告事項に移った。

　4月15日インターアクトクラブの認証式が行わ

  れる。

  ロータリー青少年交換プログラムについては、

　8月21日米国イリノイ州より女子高生が来日し

　園芸高校にて勉学する。

　ホームステイ先は池田くれはロータリアン宅

　4家族の予定。

次回第5回被選理事会開催

　　　　4月22日(月)　19:30～20:30　　　以上

2019～20年度のための地区研修・協議会　 2660地区のインターアクトクラブ

青少年奉仕部門 報告

青少年奉仕委員会 委員長　今井卓哉

日　時：2019年4月13日（土）15:00～17:00

会　場：大阪国際会議場　1004-5号室

出席者：地区内各ロータリークラブ青少年奉仕

　　　　関係者、青少年奉仕部門地区委員

　

青少年奉仕部門5委員会の「活動方針・計画」

1．RYLA委員会：尾崎　孝 委員長

　　　　　　（大阪アーバンRC）

　①RYLAセミナーの広報：

　　　　受講生の推薦とロータリアンの参加要請

　②秋・春のRYLAセミナー開催支援

　　　（ホストクラブの事業運営を支援）

　③Team RYLAの実践研修

　　　（RYLAセミナー修了生の活動と研修）

2．ローターアクト委員会：菅本泰年 委員長

　　　　　　　　　　　　（新大阪RC）

　地区献血年2回・海外研修・地区年次大会・　

　ローターアクトサポートシステム、等。

3．インターアクト委員会：西浦誠二 委員長

　　　　　　　　　　　　（大阪天王寺RC）

　地区内10のインターアクトクラブ及び提唱クラ

　ブの紹介、高槻中学校・高等学校インターアク

　トクラブの提唱経緯説明、活動（赤い羽根募　

　金、校内外の掃除、海外研修、年次大会）等。

4．青少年交換委員会：松尾　治 委員長

　　　　　　　　　　（東大阪西RC）

　Rotexの体験談を元に、派遣学生・ホストクラ

　ブにとっての素晴らしさの説明。

　派遣学生の募集、ホストファミリーの募集等。

5．学友委員会：山本博之 委員長（大阪東RC）

　学友会の目的、活動報告等。

　※上記1～4プログラムに参加経験のある方

　（他のプログラムも多数あり）は学友です。

第4回被選理事会議事録

　2019年4月15日、当地区に10番目のインターア

クトクラブとして、アサンプション国際中学校高

等学校インターアクトクラブが誕生致しました。

当地区のインターアクトクラブは以下の10校です。

提唱RC：大阪南RC 

IAC：清風学園中学・高等学校 

提唱RC：大東RC

IAC：大阪桐蔭中学・高等学校 

提唱RC：大阪帝塚山RC

IAC：浪速中学・高等学校

提唱RC：大阪天王寺RC 

IAC：四天王寺中学・高等学校

提唱RC：八尾RC

IAC：金光八尾中学・高等学校 

提唱RC：大阪RC

IAC：相愛中学・高等学校

提唱RC：守口イブニングRC

IAC：大阪国際大和田中学・高等学校 

提唱RC：高槻RC

IAC：高槻中学・高等学校 

提唱RC：大阪中之島RC　大阪東RC（共同提唱）

IAC： 開明中学・高等学校

提唱RC：池田くれはRC

IAC： アサンプション国際中学校高等学校

ハンタービンヤードさん

　今井会員のご紹介で、ROTEXのハンタービンヤード

さんが、RID7170地区から来られました。2016-17年

度青少年交換プログラムで日本で一年間勉強され、

(その時の最後の1か月間は今井会員宅がホストファ

ミリーでした。）現在はアメリカの高校を卒業され、

9月よりスペインの大学へ進学されるそうです。

　今回の来日の目的は、仏教の勉強をしたいという

ことで、現在、國司会員の久安寺でボランティアと

して修業をされています。

　4月27日から29日までの間は、当クラブより推薦受

講生として、春のRYLAセミナーへ参加されます。


