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Ⅱ．みんなに公平か
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Ⅲ．好意と友情を深めるか
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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間
第 3039 回
（

先週（8/3）の例会から

本日（8/10）の例会

）の例会

◎ソング･･･四つのテスト

◎ゲスト・ビジター

◎卓 話 スピーカー･･･松尾 浩君

◎会長の時間

テーマ････「介護保険制度の豆知識」
※ 次週 8/17

第 3040 回

はお盆休会

次々週（8/24）の例会

◎ソング･･･それでこそロータリー
◎7 月度皆出席表彰

◎インターアクト海外研修報告
※ 8/27

は夏の家族親睦会

◎出席報告
会員数
51

名

出席者数

出席率

42 名

87.50％

前々回例会補正後出席率
91.49 ％
但し、 Mup 6 名
欠席者
4 名
出席規定摘用免除有資格者
4 名

人類に奉仕するロータリー

計0名

「参加する喜び」
私は、本年度のクラブのスローガンを、
「分かち合お
う、参加する喜びを」としております。今年の規定審
議会で注目されたのは、例会の柔軟な運営という事で
した。私は、あまり性急に飛びついてはいけない、と
いう考えを持っています。ロータリーの全体の流れを
よく確認して、行動すべきと考えるからです。
前回の規定審議会で、会員資格の変更が話題となり
ましたが、出席義務を改めて例会以外の行事やプロジ
ェクトへの参加を推奨している、内容となっています。
また、今回の規定審議会で話題となっていませんが、
職業奉仕について、従来のような個人奉仕の色合いの
強い規定から、団体奉仕の要素を組み込んだ内容にな
っています。このことは重要ですので、よく確認して
職業奉仕のテーマの時にお話しいたします。
流れとしては、勿論、例会出席がいちばんに重要で
あることに変わりありませんが重心を、それ以外の行
事、プロジェクトに移しつつあることが窺えます。
先週の新入会員歓迎会での、藤田貴子会員のスピー
チを紹介します。青少年奉仕プロジェクトに参加され、
若い人たちが一生懸命に学び、あるいはプレーしてい
る姿を見た時の体験を、感動を持って語っておられま
した。皆さんも、いのちキラキラや高槻ロータリー未
来塾に参加されて、同じ思いを持たれた事でしょう。
この貴重な体験は、我々クラブの連帯感を強めると思
います。そして、この喜びを家族に、地域社会に広げ
て行きましょう。

ROTARY
HUMANITY
それが RISERVING
本部の狙いであるとも思います。

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

どうか皆さん、今年はあらゆる行事、会合に積極的
に参加いただくようお願いします。
それが RI 本部の狙いであるとも思います。
◎幹事報告
（副幹事
長山 正剛）
・公益財団法人ロータリー日本財団より、1 月 1 日～6
月末までに個人寄附の確定申告用の領収書が届いて
おります。各ポケットに入れておりますが、原則と
して再発行はできませんので、大切に保管してくだ
さい。
・吹田江坂ＲＣより例会臨時変更及び休会のお知らせ
が届いております。
◎委員会報告
○クラブ組織委員会
伊藤 智秋
先週の情報集会にて私の話を聴いて頂きましてあり
がとうございました。本日、ポケットに会員手帳用
の新入会員のシールをお配りしております。空いて
いる箇所に貼って使用していただきたいと思いま
す。落とされないようによろしくお願いいたします。
また、本日「クラブ研修委員会・クラブ組織委員会
合同委員会」を開催いたします。出席される方は JR
高槻駅に 17：00 に集合ください。京都モリタ屋にて
開催しますが、ご参加予定者以外にご希望の方がお
られましたら、例会後お申し出ください。よろしく
お願いいたします。
〇クラブ研修委員会
清水 利男
先週の情報集会、33 名のご参加を賜りましてありが
とうございます。今回は全体の 6 割の方のご参加で
したが、今後は 7 割の方に出席を頂けるよう中堅層
の方にもお話を頂きながら、勉強をしていきたいと
思っております。今回は伊藤さんに非常に役に立つ
お話をしていただきまして、良かったと思います。
伊藤さんの講話内容はスマホ、パソコンからもご覧
になれますので、ご参加されなかった方も是非目を
通していただければと思います。今後ともよろしく
お願いいたします。
〇R 財団
井前 憲司
地区より 2016-2017 年度ロータリー財団奨学生募集
の案内が届いております。詳細は事務局に置いてお
りますので、ご覧いただきまして候補者がおられま
したらご推薦ください。よろしくお願いいたします。
〇社会奉仕委員会
石田 佳弘
6 日（土）7 日（日）阪急高槻市駅高架下にて薬物乱
用防止キャンペーンを行いますので、皆様のご参加
ご協力をよろしくお願いいたします。

◎例会後の行事

8 月度定例理事会

第2回
開催日

理事会議事録

欠席者

2016 年 8 月 3 日(水) 13:35～14:50
(於 例会場)
藤井・伊藤・浜田・清水・片山・松尾・
小山・小阪・石田・内本・河合・古川
長山・オブザーバー大木
（公務）入谷・朝倉
敬称略

議

議長は藤井会長にて議事進行

出席者

事

前回議事録
前回の議事録を確認して異議なく承認した。
議案①会計報告
河合会計より資料に基づき説明がなされ、異議な
く承認した。
議案②会員増強について
伊藤：資料に基づき説明有
●ロータリーの友を入会者紹介名簿に送付並
びにメンバー自ら直接訪問するなどして増強
に努める
●10 月 26 日(水)2 人 3 脚例会を開催する
報告事項
① ブキビンタン デング熱事業に係わる地区
からの補助金約 19 万円の振込有(為替レート
変動により 22 万から減)
② 高槻市市民ふれあい運動会への協賛金(1 万
円)依頼については、今年度はお断りする
※高槻東・西クラブ共に支出していない
(3RC の足並みをそろえる)
③ クラブ運営委員会 夏のバーベキュー
8 月 27 日開催 35 名参加予定
④ 社会奉仕委員会
高槻祭り 薬物防止キャンペーン開催
8 月 6・7 日 12～15 時 阪急高槻高架下
※インターアクトからも 10 名参加予定
⑤ 国際奉仕委員会
ブキビンタンに 9 月訪問予定
⑥ インターアクトの海外研修に入谷幹事・朝倉
会員が付き添いにフィリピンに赴いている
※両名に合わせて計 5 万円の補助金を支出
した
⑦ 長期例会欠席者(入院)に例会風景をビデオ
撮りし、それをもって訪問したい
※将来のネット例会の布石としたい
⑧ 職業奉仕委員会
11 月 9 日(水) サントリー山崎工場見学
14:30～16:30
※観光客用イベントではなく、内容の濃いも
のにしたい
※見学後の親睦会は予定していない
※興味のある方は家族でも参加可
⑨ 古川 SAA 昼食のメニューについて、今一度
入谷幹事・古川 SAA で西武さんに相談する
以

上

◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝
本多君、池内君、松尾君、
川畑君（70 才になり、市バスが
「タダ」になりました。
）

白石君（先週 7/27 新入会員歓迎会ありが
とうございました。
）

・入会記念内祝

岩井君、羽根田君、
橋本君、小阪君
井前君（川畑さんに紹介いただいて、
はや 6 年になりました。）

長井君（10 年ありがとうございます。）
・創業記念内祝
河合君
・阪神タイガース、破竹の勢い。
これは本物でしょうか？古川さん。
藤井君
・誰もが老いの身、皆さんのご健勝を願って。本多君
・先週忘れていました。白石様、入会おめでとうござ
います。今週の薬物乱用防止キャンペーン、ご参加
宜しくお願い致します。
石田君
・先週の新入会員歓迎会に多数の方、ご参加頂きあり
がとうございました。
小阪君
・先週の歓迎会ありがとうございました。
西澤君
・先週の新入会員歓迎会どうもありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。 上村君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
羽根田茂子君 ￥5,000河合 一人君 ￥5,000岩井 祐造君 ￥5,000-

￥ 90,000￥ 393,000–

川畑
井前
白石

孝彦君
憲司君
純一君

￥5,000￥5,000￥5,000-

本日の合計
￥ 30,0007/1 よりの累計
￥ 155,000一人当たり平均 ＄31.01
◎米山記念奨学会への寄付
石田 佳弘 君 ￥5,000
7/1 よりの累計
￥ 142,500会員より
￥ 20,000クラブより
￥ 122,500一人当たり平均 ￥2,908

◎ 第１回

クラブ研修委員会・
クラブ組織委員会 合同委員会

開催

日時：2016 年 8 月 3 日 18：00～21：00
場所：モリタ屋木屋町
京都は大雨・洪水・雷注意報が発令され土砂降りで
したが、両委員会及び関係者合計 15 名の参加を頂き
ました。
第 2 回理事会に引き続き、クラブ増強の為の情報交
換を活発に行い、委員会の親睦を深めることが出来、
大変有意義な委員会になりました。
今後共委員会活動の活性化にご協力をお願い申し上
げます。
クラブ組織委員会

委員長

伊藤智秋

