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号 
今週のプログラム 

（2022年 10月 20日 第１１２０回例会） 

ガバナー公式訪問 

 

RI 第 2660 地区 

宮里 唯子ガバナー 

 

次週のプログラム 

（2022年 10月 27日 第１１２１回例会） 

       フォーラム 

【国際奉仕・財団・米山】 

 

水本 徹 国際奉仕・米山奨学委員長 

水島 洋 ロータリー財団委員長 

第１１１９回例会  （２０２２年 １０月１３日）の記録 

「会長の時間」            山田 克子会長 

本日はアセンブリーです。25 周年記念例会について皆さんと話し合いたいと思います。 

のちほど、水本実行委員長に中心になって頂き、記念例会のご意見を頂戴したいと思います。 

振り返ってみますと私事ですが、入会して 3 年目に創立 10 周年記念例会の司会を仰せつかりました。

千里メイプル RC の皆さんのこともまだ何もわからないときでした。とにかく御来賓の方々や物故会員

のお名前を間違うことはいけない、と教えて頂いた事が今も記憶に残っています。 

祝電の読み上げにも、とても気を遣いました。 

来年の 25 周年創立記念例会は、大きなイベントをすることなく華やかでなくとも皆さんと和やかに 

会食をして楽しい創立記念例会になればと考えております。 

来週は宮里唯子ガバナーが訪問されます。先ほども述べましたように、お客様のお名前を間違えるこ

と程失礼な事はないと教えていただいていましたが、実は宮里様は「みやざと様」とお読みするのでは

なく「みやさと様」とお読み致します。名刺交換させていただいたのに失礼ながら、私はみやざと様 

だと思っておりました。事務局 近藤さんから先日教えていただきました。 

皆様のお手元に来週お越し頂く宮里ガバナーが日日新聞の取材を受けられ掲載された時の記事を 

お配りしています。また以前お配りした今季の 2660 地区目標もお配りしています。 

今一度、今年度の地区目標や、宮里ガバナーのお考えやプロフィールに目を通して頂きたいと 

願っています。皆様、来週ご出席よろしくお願い致します。 

   



  
＜お客様＞ な し 

＜出席報告＞ 松田 親男 プログラム担当  

会員数（内免除会員 1名）     19名 

本日の会員数           10名 

（内出席免除会員 0名） 

（内名誉会員  0名） 

 

本日の出席率          55.56％ 

 

＜ロータリーソング＞      全会員 

♪我等の生業 

 

＜本日の演奏曲目＞   近藤 美里さん 

１. バラード・センチメンタル 

２. Cinema Nostalgia 

３. My Foolish Heart 

＜幹事報告＞                            山本 友亮 幹事 

１． 地区大会登録申し込み表を先週に引き続き回覧致しますので、ご記入下さい。 

来週例会で締め切ります。 

 

２．10 月 3 日に放課後 Kids に支援金 15 万円を振り込み、今週領収書が届きました。 

 

３．10 月 11 日にポリオプラス募金＄50×19 名分をロータリー日本財団に送金しました。 

 

４．吹田 RC・吹田江坂 RC・吹田西 RC よりクラブの概況が届きました。 

 

５．本日例会終了後、理事会を開催致しますので、理事・役員はご出席下さい。 

＜10 月 13 日理事会 議事録＞ 

１． 他クラブ周年例会や地区開催パーティーなどへの参加費用拠出について 

他クラブ周年記念例会や地区大会晩餐会などはクラブ会計から会長・幹事分は支出する事

とします。会長のみ出席の場合は 2 万円（参加費 1 万円・祝儀 1 万円） 

IM 第 2 組の会長幹事会の費用負担は会員個人の支出とします。 

 

２． 例会中の事務局員の食事について 

事務局員の食事メニューは例会食と同額にて事務局員が決めることができる事とします。 

 

３． 指名委員会について 

公示 11 月 10 日・選挙 12 月 1 日のスケジュールを確認の上 

すみやかに進めていくこと。指名委員会の日程・方式は未定 



 

４．留学生との交歓会について 

  ①テーマは「コロナ禍で頑張ったこと」でお願いする。 

  ②スケジュールは木下委員長案にて 

  ③参加留学生にエントリーシートの提出をお願いする。 

  ④米山奨学生のグエンさんにも同様にお願いする。 

  ⑤山本教授にはビジネス時間内にてご挨拶をお願いする。 

 

５．ロータリー財団 恒久基金について 

地区からの恒久基金＄30/人/年のお願いについては、方針決定に至らず 

10 月 27 日の財団フォーラム時に再度、会員の皆様と検討することとします。 

 

 

 

＜SAA 報告＞                       松田 親男 プログラム担当  

＊スマイルボックス 

柳原会員      税務調査で大変です。 

 

＊ラオス基金 

柳原会員      釣りに行きたいよ～ 

 

＊ロータリー財団 

水島会員      本日、理事会に出席します。 

松田会員      ガバナーようこそ！ えっ 来週でした！！ 

水本会員      いよいよ 25 周年 準備スタートです。 

山田会員      だんだん寒くなって来ました。 

相原会員      コメントなし 

 

＊米山記念奨学会 

柳原会員      今月引っ越しします。 

藤田会員      次週、金沢へ行きます。 

山田会員      アセンブリー「25 周年行事について」よろしくお願いします。 

相原会員・山本(雅)会員 コメントなし 

 

＊メイプル基金 

山本(友)会員     本日 25 周年アセンブリー よろしくお願い致します。 

藤田会員      25 周年アセンブリー 宜しくお願いします。 



 
      ～⁂～⁂～⁂～アセンブリー『25 周年行事について』～⁂～⁂～⁂～ 

                       25 周年実行委員長 水本 徹会員 

 2023 年 6 月に迎えます千里メイプルロータリークラブ創立 25 周年について、 

いよいよ準備に取り掛かりたく思うのですが、現状では色々な制約が出てきますので 

皆様の忌憚ないご意見をお聞かせください。 

 

―・・―・・―・・―会員方からのご意見―・・―・・―・・― 

 

◆このキャパシティーで大丈夫か？ 別の会場で立食形式も有りかと思う。 

 

◆山本 加奈子先生には 10 周年から毎回講演して頂いているので、 

30 周年や 40 周年の節目でやって頂いてはどうか？ 

 

◆クレラさんに故光岡会員との思い出を語って頂くのはどうか？ 

 

◆ここ数年コロナの影響で会場に人と人を詰め込むことができないし、 

 ル・ジャルダンにはお世話になっているが、６0 名以上の食事の準備も大変になり 

 会場は別にしないと、講演会や懇親会はスムーズに行かないと思う。 

画像データでスクリーンに映すことも検討。 

 

◆まずは会場探し。ネットワークで探すことが必要。 

 

◆クラブが縮小しているのでそれに見合った規模で良い。 

 

◆山本 加奈子先生はコロナ禍になってからラオスに渡航されていないので 

前回と違ったお話は無いのではないか。（来年 3 月には渡航のご予定） 

 

◆25 周年なので、会長・幹事のご招待は吹田 4RC+摂津 RC として、人数を抑える。 

 

◆会場が翠園とル・ジャルダンに分かれると、まとまりが付かなくなるので 

 ル・ジャルダンに収まるように人数を決める。 

 

◆会員数が減っているので、人数を制限して開催する。 

 

◆講演は米山奨学生から年月を経てフィジー共和国の大使代理になられている 

クレラさんが良いと思う。 

 

◆創立当時の方はお見えにならないだろうし、このクラブだけでも 15 人出席すれば 

良いと思っているので、派手な事をすると、逆にどうかと思う。 

できれば記念講演と簡単な食事会で良いのではないか？ 

 



 

 ◆IM 第 2 組から呼ぶのであれば、同組の全クラブに一応お声掛けはしないと 

後々気まずいのでは？ 

 

水本実行委員長より～～～ 

皆様、貴重なご意見を頂きまして、ありがとうございました。 

講演をお願いするにしても、まず開催日時を決めることが先決で、先方のスケジュールを尋ね 

なくてはいけません。また、キャパオーバーでお断りをすることが無いように、福島 21RC と 

千里 RC には先にお声掛けして人数確認が必要かと考えています。 

まだ予算など決めなくてはならない事も多いのですが、取り急ぎアンケートを作成致しますので

回答のご協力をお願い致します。 

 

 

1）日程  ：2023 年 6 月 8 日（木） 年間行事予定通り 

          6 月 13 日（火） 創立日 

          6 月 10 日（土） 

2）場所  ：（A) ル・ジャルダン 収容人数 50 名 

      （B) ル・ジャルダン＋翠園 収容人数約 80 名 

      （C) 他 ホテル宴会場等 

3）参加者 ：千里メイプル RC 会員    20 名 

       IM2 組会長幹事        30 名 

       IM2 組会長のみ       15 名 

       米山奨学生        1－3 名 

       千里 RC 有志の皆様     8 名？ 

       福島 21RC 有志の皆様    14 名？ 

       地区 ガバナー補佐     2 名 

       ゲスト           5 名   合計約６７～９０名 

4）催事  ：クレラ 様講演 

       山本加奈子 先生講演 等 

            
             25 周年実行委員長 水本 徹会員  


