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今週のプログラム
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次週のプログラム

（２０１９年７月１１日 第９７９回例会）

（２０１９年７月１８日 第９８０回例会）

委員会活動方針
クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕
国際奉仕・青少年

卓話「老後をどこでどう生きるか」

各委員会
小山 富夫 名誉会員

担当:山田・黒川副・水島・水本・松田各委員長

第９７８回例会

（２０１９年７月４日）の記録

＜会長の時間＞

木下 健治会長

皆様、こんばんは。高尾さん、カムバックおめでとうございます！エリカさん、ようこそ！ついに
新年度が始まりました。1 年間どうぞよろしくお願い致します。これまで 5 年間、高尾会員から藤
田直前会長まで、2 度目の会長をされてきました。今回私が久しぶりの 1 回目の会長ということで、
年齢的にも経験的にもまだまだで、不安も大きいのですが、渡邊幹事にも支えて頂きながら、会長
の任務を全うしていきたいと思います。今まで幹事は 2 回させて頂きましたが、会長はやはり重み
が違います。
今期は 20 名でのスタートですし、例会場変更等不確定要素も多く、前途多難な船出かと思います。
詳細は後ほどの方針発表で触れますが、会員増強はもちろんですが、現会員がいかに楽しく過ごし
て頂けるか、同じ方向に向かって進んでいけるかに注力していきたいと思います。特に今期は例会
場の変更という大イベントがあるので、移動例会等を利用しながら、候補会場を皆さんで体感し、
決めていければと思っています。例会場の移動もそうですが、それに合わせて事務局も移動しなけ
ればならないので、書類の整理等今のうちから近藤さんには準備して頂いていますが、新事務局の
決定、引っ越しも大変な労力がかかることなので、遅くとも 2 月には完了できる段取りで進めてい
きたいと思います。
よって、他の活動もいろいろとありますが、今期は分散しないようできる限り絞っていきたいと思
います。地区からはロータリー会長賞を取りなさいと言われていますが、それを目標にするのでは
なく、結果的にそうなればベストかと思っています。とにかく今期はイレギュラーなことも多く、
後手後手にならないよう先手を打っていきたいと思っていますので、皆様のご協力を仰ぐことが多
くなると思いますが、何卒お力添えをよろしくお願い致します。

＜お客様＞

米山奨学生 タン,フイ ウェン エリカさん

＜出席報告＞

水島

洋出席担当

＜ロータリーソング＞

会員数（内出席免除会員 1 名）

２０名

♪君が代♪

本日の出席者数（内免除会員１名）

１７名

♪奉仕の理想♪

全会員

（内名誉会員０名）
本日の出席率

85.00％

＜ピアノ演奏＞

前々回(６月２０日)の修正出席率

90.00％

１．浜辺の歌

近藤美里さん

２．CAMINITO
３．思い出のサンフランシスコ

＜今月誕生の会員＞7 月２日

黒川

彰夫会員

＜幹事報告＞

渡邊 了允幹事

１． 日本のロータリー100 周年記念バッジが 9 月以降に地区から会員の皆様に無料配布されます。
２． ガバナー月信 7 月号を昨日グループメール配信しましたが 7 月号に限り、地区より 10 冊の配布が
ありました。受付に置いてありますので、ご入用の方はお持ち帰りください。
３． 第 18 回ロータリー全国囲碁大会のご案内を回覧致します。
４． ＲＩ日本事務局より、7 月のロータリーレートは、＄１＝￥108 と連絡がありました。
５． 例会終了後、おしどりの間にて理事会を開催いたしますので、理事・役員の皆様はご出席下さい。
６． 6 月 6 日新旧合同理事会報告
①規定審議会の対応について、
Ａ. メークアップ規定が，従来の前後１４日間から同一年度内とすることが決定されたが、地区
は「例会出席を軽んじることになりかねない」という理由で１４日間を推奨している。しかし、
千里メイプルとしては規定審議会決定を採用するので、クラブ細則を変更する。
Ｂ. クラブ年次総会において、次年度クラブ役員および会長ノミニーの選出を行っているが、
それ以外に当該年度予算の中間報告ならびに前年度決算報告を行うことが義務付けられた。
②アセンブリーを例会で実施する件
藤田前会長からの福島２１ＲＣ訪問時の情報で、全員参加の形式を取れるので情報の共有化を迅
速に図れる、また卓話の個人担当回数を３～４回減らすことができるとの事でプログラム担当と
打ち合わせの上実施の方向へ。
＜委員会報告＞

松田プログラム担当

最新版の今年度前期のプログラムがレターケースに入っています。
今まで何度か今年度のプログラムをお渡ししていますが、諸事情により卓話の順番や例会の内容を変
更いたしました。ご自身の卓話の日を再度ご確認いただき、本プログラムの日程でご予定いただきます
ようお願いいたします。

＜SAA 報告＞

西本 明文 SAA 補助

※スマイルボックス
相原会員

藤田前会長、水島前幹事 ありがとうございました。

村田会員

木下(健)会長、渡邊幹事 船出ですね。よろしくお願いします。

黒川会員

木下(健)丸の出航です!!

柳原会員

木下(健)会長 よろしく。

西本(明)会員

久しぶりのホテル例会。

木下(健)会員

一年間よろしくお願いいたします。

渡邊会員

一年間よろしくお願いいたします。

山下会員、岸上会員、西本(詩)会員

コメントなし

※ロータリー財団
黒川会員

木下(健)会長、渡邊幹事 頑張れ!!

高尾会員

木下健治会長 よろしくお願いします。

藤田会員

渡邊幹事 一年間お世話になります!!

岸上会員、山下会員 コメントなし
※米山記念奨学会
黒川会員

我がロータリークラブの変改の年。

高尾会員

現在リハビリ中です。休むこともあると思いますがよろしくお願いします。

藤田会員

エリカさん ようこそ！ お元気ですか！

山本(友)会員

エリカさん 本日もようこそ！

柳原会員

渡邊幹事様 よろしく！

岸上会員、山下会員、山本(雅)会員

コメントなし

※ラオス基金
村田会員

藤田前会長、水島前幹事 お疲れ様でした。有難うございました。

高尾会員

幹事渡邊様 一年間よろしくお願いします。

西本(詩)会員

暑さに負けない様に頑張っています。

黒川会員

ラオスには、いつ？

藤田会員

高尾会員 お久しぶりです!!

西本(明)会員、岸上会員、山下会員

コメントなし

※メイプル基金
相原会員

木下(健)会長、渡邊幹事 本年よろしくお願いします。

黒川会員

渡邊幹事は、船長さん？

高尾会員

長く休会をしまして申し訳ございません。

藤田会員

木下健治会長 一年間宜しく‼

水島会員

木下(健)会長、渡邊幹事 一年間よろしくお願いします。

水本会員

祝‼ 木下(健)丸の出航！ 一年間よろしくお願いします。

山本(友)会員

木下(健)会長、渡邊幹事 よろしくです。

西本(明)会員

やっと雨が上がっています。

西本(詩)会員

紫陽花も終わり始めました。ヤマボウシがきれいです。

岸上会員、山下、木下(吉)会員

コメントなし

＜2019-2020 年度会長就任ご挨拶＞

木下

健治会長

2019－20 年度、国際ロータリー会長のマーク・ダニエル・マローニー氏は「ロータリーは世界をつなぐ」をＲＩのテーマに挙げ、ロ
ータリーの礎は「つながり」であり、ロータリーにおける「つながり」は独特であり、ほかに類を見ませんと提唱されています。そし
てこのテーマの下、ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築い
てまいりましょうと述べられています。
また、国際ロータリー第 2660 地区のビジョンは、以下の 3 点を掲げています。
1. 私達第 2660 地区は RI テーマを理解し地域にあった活動をすることにより具現化します。
2. ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界及び地域社会で良い変化を生み出します。
3. それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブになる事を目指します。
同時に地区中期 5 ヶ年目標(2017-18～2021-22 年度)が掲げられています。
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ように推奨します。
・クラブ会員基盤を強化します。
・会員規模については地区で 4,000 名(純増 82 名×5 ヶ年)を目指します。
・年齢・男女構成比等の中期計画をもとに、会員維持、会員増強、クラブ拡大を支援します。
2. 人道的奉仕の重点化と増加
・ニーズを把握し人々と共に手をつなぎ、成果の持続可能な奉仕を強化します。
・財団補助金の利用実績 50 件を目指します。
・ロータリー財団及び米山記念奨学会への寄付を推奨し、寄付ゼロクラブがなくなることを目指します。
3.公共イメージと認知度の向上
・ロータリーの奉仕活動によって感動と誇りを得て、その魅力を周りの人々に伝えます。
・地域社会に開かれたロータリー活動を実施し公共イメージ向上を推進します。
・IT 化の推進をはかり、マイロータリーの登録率 65%、クラブセントラルの活用率 75%を目指します。
これらを受けて、四宮ガバナーは 2660 地区のスローガンを“Stand By You”～あなたと共に～と定め、以下の 6 点を地区における
具体的目標に挙げられました。
1. クラブビジョンの策定
2. 会員基盤の強化を図る
3. ポリオ撲滅への協力
4. ロータリー財団への寄付増進
5. 米山記念奨学会への寄付増進
6. 公共イメージの向上を図る
以上を踏まえて、会員皆様のご協力を頂き、特に今年度は 1,000 回例会や例会場の変更があるので、以下の 4 点にポイントを絞って
身の丈に合った活動を実施して行きたいと考えています。
【クラブの主たる奉仕活動】
私たちのクラブの主たる奉仕活動は、伝統ともなっている「ラオス」における国際奉仕と「福島」における社会奉仕だと考えていま
す。
ラオスにおける支援活動は、山本加奈子氏を通じて永続的に続けており、「ラオス基金」を有効に使って支援を続けたいと考えてい
ます。福島への社会奉仕は、福島 21 ロータリークラブを通じて続けてきましたが、これからはどういう関わりが最適なのか、情報連携
しながら支援を続けたいと考えています。
【会員増強】
現在今までの最低人数の 20 名です。移動例会や 1,000 回例会にゲストに来て頂き、我がクラブの良さをわかって頂ける仕掛けをして
いきたいと考えています。また、ファイアサイドミーティング等でクラブの在り方等意見交換していきたいと考えます。
【1,000 回例会】
12 月に 1,000 回目を迎える例会は、ちょうどクリスマス例会の日と重なっています。ゲストを呼べるよう、工夫して開催し、会員増
強にもつなげたいと考えています。
【例会場の移動】
現例会場が 2020 年 3 月に撤退することを受け、新しい例会場に移動することになります。合わせて事務局も引っ越しになるので、か
なり労力を割くことになると考えているので、スムーズに移動できる段取りを組みたいので、皆様のご協力も何卒よろしくお願い致し
ます。現在の候補として
1. 箕面市立多文化交流センター
2. 江坂 ル・ジャルダン
3. 箕面 フォレスト ガーデン
4. 東急 REI ホテル
5. 千里阪急ホテル（2 週に一度）
この他、今年度は来年 3 月まで米山奨学生のエリカさんが来てくれるので、来る事ができる日はいつでも来て欲しいと思います。
また、留学生との懇親会も開催しますので、若い外部の人達との交流も刺激になるので、大切にしていきます。
一年間何卒よろしくお願い致します。

＜2019-2020 年度幹事就任ご挨拶＞

渡邊

了允幹事

一年間、会員皆様の絶大なるご協力を得ながら幹事の任務を務めさせていただきます。
クラブ入会３年７ヶ月とまだまだ未熟な私に、このような大役を与えてくださいました木下健治会長と千里メイプル RC 皆様に心から
感謝申し上げます。幹事を務めることの責任と重みを痛感しております。
ＲＩ会長ならびに四宮ガバナー方針について、しっかりと理解し、ロータリアンとしての資質向上が実現できるよう、取り組んで参り
ます。知識も経験もたいへん不足し、至らない点、お叱りを頂くことが多々あると思います。皆様からご指導をいただきながら「目配
り・気配り・心配り」を、常に忘れることなく、木下会長と一体となって有意義なクラブ運営になりますよう精一杯務めて参ります。
皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

（文責

渡邊

了允）

