5

令和 元

出

ニコニコ報 告
田中 隆弥 会長 … 創立35周年記念式典では、皆さ
んに大変お世話になり誠にあり
がとうございました。
青山ガバナー補佐をお迎えし
て。

席

例会日

報

補 正

2019年 4月 22日

2019年 4月 1日

1541

Ａ 会員数
Ｂ 出席免除者数

高原誠一郎 幹事 … ようこそ 青山ガバナー補佐をお
むかえして。
創立35周年記念式典及びアサンプ
ション国際中学校高等学校イン
ターアクトクラブ認証伝達式皆様
おつかれ様でした。

Ｃ 出 席 義 務 者 数 Ａ -Ｂ
Ｄ 出席義務者欠席数
Ｅ 出 席 義 務 者 出 席 数 Ｃ -Ｄ
Ｆ 出席免除者出席数

岡本

出席率

前々々例会

厚 会員 … 米山梅吉記念館への旅行とても楽
しかったです。特に夜が 奥山さ
んありがとうございました。

％

32

名

5 名

5

名

27 名

27

名

3 名

2

名

24 名

25

名

2 名

2

名

0

名

８９.６６％

９３.１０％

4月1日分のメークアップ

5月13日(月)

5月20日(月)

担当：青少年奉仕員会

会長の時間

週

池田 吉清 会員 … 青山ガバナー補佐ありがとうござ
います。

せというのではなく、聞こえる、聞いたことが容

43,000円

事

累 計

易に理解できる程度の音量が出るまで練習を重ね
てください。

報

も気持ち悪く思うのは日本人の表情のなさ。感情
と表情がリンクせず嬉しいのか悲しいのか分から
ない。気持ちが悪い、近寄りたくないと思われた
ら人は寄ってきません。笑顔、和やかな顔で人に

告

加藤 光祥 会員 … 平成最後の例会です!!

②地区より、2019‐20年度のための地区研修・協
議会出席へのお礼が届いております。（岡本会
長エレクト宛）。

奥村 雅一 会員 … 米山、ありがとうございます。

そして表情。能面はいけません。外国の人が最

1,082,340円

➀地区より、モンゴル米山学友会総会の案内が届
いております（会長、坂田米山委員長宛）。

吉井 順子 会員 … 米山への旅行に行かれずとても残
念でした。

接してください。口角アップ練習を毎日欠かさず
してください（仏教の言葉にも和顔施という言葉

2018‐19年度ロータリー
青少年交換プログラム①

があります）。愛想の悪い生徒は嫌われます。挨
拶と感謝が肝要です。鏡を見て自分の良い顔を探

皆さんこんばんは。4月22日の会長の時間です。

し笑顔の練習をしてください。

ロータリー青少年交換派遣候補生のオリエンテー

そもそも他人が我が家に入ってくることを好む

ションについてご紹介します。

人はいません。それを受け入れてくださる方々は

石田 貴子 会員 … 卓話です。

③地区より、2019年規定審議会報告 およびクラ
ブビジョン策定セミナー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）。

青井 秀浩 会員 … 米山記念館ツアーお世話になりま
した。行きしなはハラハラさせて
すみませんでした。
今日は欠席します。重ねてお詫び
致します。

本当に神様のような人たちなのです。特にホスト

第6回派遣候補生オリエンテーション

マザーはあなた一人が増えるだけで食事や洗濯、

2019年4月20日

掃除の量が増えます。実に嫌なことです。それで
もなお受け入れてくださるのですから本当に女神

１．派遣候補生のスピーチ
④地区より、クラブ周年行事予定報告のお願いが
届いております（岡本会長エレクト、乾次年度
幹事宛）。

國司 真相 会員 … 創立35周年、米山記念館訪問それ
ぞれお疲れ様でした。
青山ガバナー補佐をお迎えして。
子安 丈士 会員 … 35周年お疲れ様でした。ウチの商
品をアピールいただきありがとう
ございました。

⑤地区より、2019‐2020年度ガバナー月信配布に
ついて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）。

坂田 妙子 会員 … 昨日、聴覚障害の方々と健聴者と
の交流試合を企画運営、全国のテ
ニスプレーヤーが終結する事で、
デフリンプックの認知度を上げる
ことができました。

様なのです。早期強制送還となって早く帰りたい

（派遣先で行いたいことについて英語で5分間）

人はホストマザーと喧嘩してください。
（この続きは次週掲載します）

２．総合プレゼンテーションについて
（5月に日本語、6月に英語にて10分間、パワーポ

5月のお誕生日

イントを使った総合自己紹介）

松室

利幸

会員

5月21日

池田

雪子

様

5月19日

題。小さな声で話すと、嘘つき、後ろめたいこと

松室

久美

様

5月27日

がある、自信がない、隠し事があるなど・・・。

岸添

多都留 様

5月31日

３．良き親善大使となるために
⑥ゴールデンウィーク連休期間中は、事務局はカ
レンダー通り休みとなっておりますので、宜し
くお願い申し上げます。また例会につきまして
は、４月２９日、５月６日は休会となっており
ます。次回例会は５月１３日となりますので、
ご注意下さい。

奥山 裕治 会員 … 米山記念館訪館旅行お疲れ様でし
た。
北川 智司 会員 … クラブ創立35周年おめでとうござ
います。
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禎則 会員

きていけません（無視される）。大声で話すこと

会長 田中隆弥

武 会員 … 35周年盛会で何よりでした。

幹

新田 耕平 会員 … 青山ガバナー補佐をお迎えして。

担当：乾

は練習をしないとできません。決して馬鹿声を出

合 計

今井 卓哉 会員 … 奥山委員長米山梅吉訪問旅行では
お世話になりありがとうございま
した。

回
週

担当：吉井 順子 会員

庄田佳保里 会員 … 米山梅吉さんの功績を知ることが
できたすばらしい研修旅行でし
た。奥山委員長、ありがとうござ
いました。

禎則 会員 … 奥山親睦委員長「米山梅吉記念館
訪問」お疲れ様でした。

5月27日(月)

「架け橋ー米山奨学事業への想い」 々 「改正消費税への実務対応」

クラブフォーラム⑤

(ニコニコ報告続き）
中村

1542

1538 回

なし

沢田 武司 会員 … 米山梅吉記念館訪問旅行昼も夜も
楽しかったです!親睦委員会奥山
委員長ありがとうございました。
乾

回

32 名

Ｇ メークアップ数

服部 潤承副会長 … 創立記念式典米山記念館訪問おつ
かれさまでした。青山ガバナー補
佐ようこそおいで下さいました。

1542

告

ホーム

例会回数

13

何よりも声を大きく。大きな声こそが最大の課

簡単に言うと声が小さい人は馬鹿にされ、相手に
されなくなります。声が小さくても日本では通用
しますが、外国では声が大きくないと世間では生
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幹 ・協議会
事 報
2019〜20年度のための地区研修

2019〜20年度のための地区研修・協議会

幹事・クラブ研修リーダー部門 報告
次年度幹事

乾

告

禎則

次年度職業奉仕委員長

中村

武

時：2019年4月13日(土)15：05～16：38

地区研修に参加して

会

場：大阪国際会議場

2019年4月13日(土)大阪国際会議場にて開催さ

1001－1002室

出席者：次年度幹事・次年度クラブ研修リーダー

研一委員

場

所：池田市民文化会館

3階 イベントスペース

田中隆弥

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

中西博之

吉井順子

欠席者：なし

エレクトが地区方針を述べられました。ZOZOTOWN

最初に岡本会長エレクトから、米山梅吉記念館

の前澤社長やソフトバンクの孫社長がプレゼンを

訪問旅行は参加者も多く楽しくかつ有意義で

「土地境界のトラブル」

するときのように、パワーポイントを駆使してス

２．リーダー研修の重要性
地区研修リーダー／PDG

岡部

全員が釘付けになっていたように思います。
第2部では部門別協議会が行われ、私は「職業

ている現状の報告が有りました。

奉仕部門」に参加しました。次年度、職業奉仕委

・年齢格差・出席率・例会場の移動により参加
率のアップなど
３．クラブ研修の重要性
岡部

泰艦

「ロータリーのオンラインのツール利用」
会長分を読むことにより、どのようなサポート
が必要かも理解しておくように。
・ロータリーを理解するには幹事をするのが一
番であり、幹事とは会長の幹事ではなく、クラ

５．2019-20年度クラブの依頼事項
唯子

（月）のクラブ協議会の2週間前には”クラブの

何と55歳を過ぎてからの17年なのです。55歳から

現況“を完成する、11月は第1週第2週が休会の

72歳までかけて。

ため10月28日に理事会を行うなどの確認をし、

等に利用する事によりポリオ撲滅支援金に
0.3％が入金、カード利用の推進依頼があり
ました。

例会回数は全36回、１月6日（月）は新年の移

忠敬は当初の目的であった地球の大きさを求め

細かい部分の体裁を整え完成させることで合意

る計算を始め、その結果約4万キロという数値に

した。

辿り着きました。第十次測量が終了するまでの忠

まだまだ勉強することはたくさんありますが、

敬が歩いた距離は4万キロとされ、それこそ地球1

出来ることが分かったのでしっかりとクラブのメ

周分の距離を歩いたことになります。自分の私財

ンバーにフィードバックしたいと考えています。

を投げ打ってまで地図作りに没頭した人生は、現

この日の例会の内容については予定していた通

参加させていただき本当に有難うございました。

在のロ－タリーの精神にも通ずる処があるかもし

り”新市長に聞く“とするかなどを含めて会長

れません。

エレクトに一任していただきたいとの発言が承

ローターアクト
インターアクト
ロータリー青少年指導者養成プログラム
My ROTARYより
青少年交換
新世代交換

・ダイナースクラブカードをクラブの活動経費

伊能忠敬。

https://www.rotary.org/ja/our-programs/youth-programs

第2号議案

9月9日に予定している池田RCとの
合同例会の内容について

さて、「境界のトラブル」といえば、昨今も隣

認された。

地との境界でのいざこざ事件が後を絶ちません。
皆様、是非

普段から隣地の所有者との交流をは

第3号議案

かり、日常の世間話の中で、境界についてボソっ
とお話するよう心がけてください。
最近は、境界の争いごとが起これば

その他

特別なし。
【報告事項】

筆界特定

ミャンマーへ送るランドセルの件については、

制度という手法がとられるようになってきまし

4月24日（水）ほそごう学園のＨＯＷＰ立ち合いで

た。しかしながら、これもいろいろな見解によ

受け渡しが行われその後は送付日までは不死王

り、問題が山積みになってきているようです。境

閣で保管。35周年で交流のあったカインさんか

界訴訟や、事件になる前に、隣地の方と仲良く

らもう1か所寺子屋が紹介されることになって

なっておきましょう。

いる。

ロータリーは、次世代のリーダーを育てること
の大切さを信じています。私たちのプログラム

参考資料
2019－2020年度年間行事予定表（案）

は、教育の機会を広げ、若い世代のリーダーが
リーダーシップのスキルを身につけ、奉仕の価値

次回第6回被選理事会

観を学べるよう応援します。
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次年度行事予定について

ても、決して若い頃からの17年ではありません。

青少年プログラム
今月は青少年奉仕月間です。当サイトでは、以下
5つのプログラムについて詳しく書かれています。

て欲しい。

第1号議案

場見学の後不死王閣でのバーベキュー、7月8日

My ROTARYより

ブの幹事であることを念頭に１年間運営を進め

を見つけました。

を作り上げた人として有名ですよね。17年と言っ

りの収穫となりました。

・クラブを成功に導くリーダーシップ：幹事編

【審議事項】

動例会とする、11月26日（月）は池田会員の工

の私のできることが見えてきたのが、今回の何よ
眞治

「伊能忠敬」氏についてのとても良くわかる映像

日本各地を歩いて測量、17年かけて日本の地図

けることが分かったのです。そのおかげで次年度
塩谷

ほどお願いしたい等の話をされた。

今日は、私たち測量に携わる職業者の祖である

でいる中で参加したのですが、結果は正解でし

べき卓話、フォーラムその他の活動支援をして頂

４．クラブ幹事の役割

―6月には全て行事予定を決定する。ご協力の

会員

日本地図を作った男

持っているのと各クラブ職業奉仕委員長が実践す

・クラブフォーラムを例会後行うなど

石田 貴子

あったこと、社会奉仕の内容は未決定だが5月

員長としてどういった活動をすればよいかと悩ん
た。それは地区職業奉仕委員会では色んなQ＆Aを

地区研修リーダー／PDG

担当

テージを自由に動きながらの方針の説明に参加者

泰艦

・参加者への質問形式により、各クラブが抱え

宮里

時：平成31年4月22日（月）19:40～20:30

山本ガバナーの開会のあいさつ後、四宮ガバナー

地区研修委員会委員の田中

地区代表幹事

日

出席者：岡本 厚

れました地区研修に参加させていただきました。

１．役員紹介と資料確認

地区研修委員会委員

第5回被選理事会議事録

話

職業奉仕部門 報告

日

10階

卓

5月20日（月）17:00～ ブリッジにて
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メジャードナー

ガバナー月信より
●5月号推奨記事
P1

ガバナーメッセージ 青少年奉仕月間に寄せて
今月は、青少年奉仕月間です。
山本博史ガバナーより当地区の青少年奉仕
活動状況、地区委員会の組織について、わ
かりやすく説明がされています。

P7

IM第3組ロータリーデー 報告
田中隆弥IM第1組ガバナー補佐エレクト

P8

谷口浩会員が、ロータリー財団への累積寄付額

IM第5組ロータリーデー 報告
田中隆弥IM第1組ガバナー補佐エレクト

10,000ドルを達成されましたので、クリスタル製

出席

出席

認証品が送られました。
P10

交換学生スキーの集いに参加して
派遣候補生

クラブ協議会
P14

古渕日菜さん

参加

RAC広報ツールの育成状況とお願いについて
広報活動の一環として、Facebookでのペー
ジいいね（フォロワー）の増加を目指し、
RCの皆様にもぜひフォローしていただきた
いと協力のお願いが書かれています。

P15

ロータリー賞申請のための説明会 報告
田中隆弥 会長
高原誠一郎 幹事
沢田武司 次年度地区
公共イメージ向上委員会委員
青井奈緒 事務局員

P17

出席

米山奨学委員会/ロータリー財団
米山功労者
山内邦夫 会員
石田貴子 会員

P20

10回目メジャードナー
1回目

2018-19年度 米山奨学会 寄付状況
坂田妙子米山奨学小委員会委員長の積極的

青山快玄IM第１組ガバナー補佐をお迎えしてク
ラブ協議会が開催され、各理事役員、地区出向者
より活動報告がされました。

なお声掛けにより、当クラブが第2660地区
において個人平均寄付額がトップとなって
おります。

ビ ジ タ ー

P22

国際ロータリー第2660地区
IM第1組ガバナー補佐
青山 快玄 様（大阪北梅田RC）

2019年3月度 会員数・出席報告
IM第1組の中では、出席率がトップとなって
おります。
引き続き例会へのご出席、メークアップ
などご協力をどうぞよろしくお願い申し

米山奨学生

鄭

詩頴 様

上げます。
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米山梅吉記念館訪館・熱海親睦旅行 報告

2019春のRYLAセミナー報告

日時：２０１９年４月２０日（土）・２１日（日）

日

時：2019年4月27日(土)～29日(月･祝)

場所：熱海（ホテルニューアカオ）、

場

所：ホテルセイリュウ／花園ラグビー場

米山梅吉記念館（静岡県三島市）

テーマ：” We are ･･･ ”－ 君の宝を探そう －

出席者（敬称略）：長嶋、山内、正岡、服部
2019年春のRYLAセミナーが、東大阪東RCのホス

岡本、松室、今井、沢田
青井、乾、奥村、國司、石田

トにより開催されました。受講生は50名で、8班

庄田、奥山、鄭詩頴

に分かれて2泊3日のプログラムを受講しました。

ハンター・ビンヤード

参加ロータリアンは約150名でした。
当クラブからは、開講式に高原幹事・青井会員

以上１７名（ロータリアン１５名）

・奥山会員が出席されました。また、受講生とし
池田くれはＲＣの創立３５周年、米山梅吉翁

て、伊勢陸馬さん、Hunter Vineyardさんの2名を

生誕１５０年、米山梅吉記念館創立５０周年を記

推薦いたしました。

念して、１泊２日で親睦旅行に行きました。初日

2日目の野外研修では、新しく生まれ変わった

は、熱海に宿泊し、宴会、花火大会を楽しみまし

花園ラグビー場において、近鉄ライナーズ（近畿

た。翌日は米山梅吉記念館を訪館し、学芸員の方

日本鉄道の実業団ラグビーチーム）所属の4選手

から米山梅吉翁の説明を受けました。服部会員、

による、ラグビー体験が行われました。山本博史

國司会員がお経をあげてくださり、米山梅吉翁の

ガバナーも参加され、当日の模様が近鉄ライナー

墓参りもしました。昼食は、うな重（鰻１匹半）

ズ公式インスタグラムにアップされました。

を楽しんだ後、日本最長４００ｍの人道吊橋「三

次回、秋のRYLAセミナーは大阪南RCのホストに

島スカイウォーク」に観光に行きました。天気は

て、2019年11月2日(土)～4日(月･祝)、箕面市の

良かったんですが、霞んでて残念ながら富士山は

「サントリー研修所」にて開催される予定です。

見れませんでした。２日間にわたり会員同士の親

受講生のご推薦と皆様のご参加をお待ちいたして

睦を深めることができ、大変有意義な親睦旅行と

おります。

なりました。
親睦活動・出席・歌唱委員会

青少年奉仕委員会

委員長

奥山

委員長

今 井 卓 哉

（地区RYLA委員会 委員)

裕治
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