
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OＦ TAKATSUKI 国際ロータリー 第２６６０地区 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 浜田厚男 幹事 橋本憲治 クラブ運営委員長 馬渕晴彦 会報担当副委員長 藤田貴子 

５月は青少年奉仕月間 

 

◎ソング･･･四つのテスト 

 ◎４月度皆出席表彰 

 ◎外部卓話 

   高槻中学高等学校インターアクトクラブ 

   「（仮）IAC の 2017 年度の活動報告と 

2018 年度の取り組みについて」 

 ◎例会後の行事  第 6 回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3118 回 本日（5/16）の例会 

（1/20）の例会 

 ◎ソング･･･我等の生業 

 ◎卓話 

    西田 直弘君 

    「             」 

第 3119 回 次回（5/23）の例会 

No.40  2018 年 5 月 16 日発行 

 イアン H.S. ライズリー RI 会長 

 

 

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ～ロータリー：変化をもたらす 

 

会員数 出席者数 出席率 

  52 名  40 名  81.63 ％ 

前々回例会補正後出席率  81.40  ％ 

但し、 Mup 23 名   欠席者 8 名 

出席規定適用免除有資格者   9 名 

 

 

 

 

 

◎5/9出席報告 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

先週（5/9）例会より 

◎ビジター・ゲスト            0 名 

◎会長の時間  

 長い休みが終わってあっという間に５月９日です。 

５月は青少年奉仕月間です。我がロータリーもインタ
ーアクトやら６０週年記念事業の「未来塾」など青少
年奉仕活動をクラブでやってきております。未来塾も
来年度ブラスバンドで終了です。最初と最後がブラス
バンドでしめくくられます。 

川畑年度で初めて行ったとき最後の合同演奏とて
も素晴らしかったのを記憶しております。またその感
動を味わいたいと思っています。こういったロータリ
ー活動をすることによって、ロータリーの認知度を上
げて入会する人を増やしていけたらと思います。 

６５周年が終了してまたこのような素晴らしい事
業やら、インターアクトを通じて青少年たちと感動を
共有できたら素晴らしいと思います。 

  

 

※5/30 職場訪問（㈱フジワーク）14：00～ 

    第 4 回情報集会 16：00～ 於：つきの井 

    懇親会     17：00～ 於：つきの井 

 

 

４月度皆出席表彰 

 

浜田 厚男君   連続 13 年 

奥田 晴基君  通算 8 年 

西本恵美子君  連続 7 年 

橋本 憲治君  通算 2 年 

小阪 大輔君  通算 2 年 

深野 裕一君  連続 2 年 

早川 博之君  連続 1 年 

白石 純一君  連続 1 年 

上村富美男君  連続 1 年 

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎幹事報告  

・5月のロータリーレート １＄＝108 円です。 

・5月から 10月末までクールビズ対応といたします。 

・新入会員選考を皆様のお席に配布しております。 

 ご入会に異議のある方は、７日以内に理事会宛にお申

し出くださいますようお願いいたします。 

・2018 年春のライラセミナーの開催終了報告とお礼状

がホストクラブの八尾 RCより届いております。 

・当年度、現クラブアッセンブリーと新旧クラブアッセ

ンブリーを開催致します。該当の方は回覧を回します

ので、ご出欠の回答をよろしくお願いいたします。 

 【現クラブアッセンブリー】 

  2018 年 6月 27 日（水）例会後  例会場にて 

 

 【新旧クラブアッセンブリー】 

  2018 年 6月 27 日（水）18：00～ 山水館にて 

 

 

 

◎委員会報告 

〇青少年奉仕委員会          内本  繁 

2017-18 年度インターアクトクラブ新入生歓迎会お

よび地区委員、正副委員長、クラブ顧問合同会議のご

案内がホストクラブの相愛中学・高等学校ＩＡＣより

届いております。 

新入生歓迎会へのご参加のほどよろしくお願いいた

します。 

【日 時】2018年 6月 3日（日） 

9：00 受付～16：00解散 

【場 所】相愛中学・高等学校 ４階講堂 

【集合場所】４階 講堂前ピロティ 

【活動内容】大阪再発見 グループごとに現地踏査 

      紹介発表 

【登録締切】5月 14日（月） 

 

 高槻中学高等学校インターアクトクラブより「春のク

リーンハイク」のご案内が届いております。 

 【日 時】2018年 5月 27 日（日）9 時～12 時 

 【場 所】高槻高校～芥川桜堤公園 

       （昨年と同様のコースです） 

 ご参加のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

  

 

◎卓話 

     「エネルギー今昔物語 」   深野 裕一 

1
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エネルギー今昔物語

2017年5月9日

大阪ガス株式会社

深野 裕一

関係者外秘密

2
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①DAIGASグループとは

3
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①DAIGASグループとは （会社概要_現在）

（2017年3月31現在）

本 社

設 立

事 業 開 始

資 本 金

売 上 高

従 業 員 数

グループ会社

主 要 事 業

大阪市中央区平野町4丁目1番2号

明治30(1897年)年4月10日

明治38年(1905年)10月19日

1,321億円

8,865億円(個別)
※連結 11,595億円

5,731名（嘱託等含む、出向除く）
※連結 20,762名

約160社

①ガスの製造、供給および販売

②LPGの供給および販売

③電力の発電、供給および販売

④ガス機器の販売

⑤ガス工事の受注

4
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大阪市内で創業以来、近畿2府4県の約730万件のお客さまとガス管でつながり
都市ガスを供給しております。

①DIGASグループとは （都市ガス供給概要_現在）

 

 

5/9 卓上花 

カーネーション 

 愛情 感謝 

ミリオン 

 何も変わらない 
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大阪ガスグループの目指す姿

サービス第一

暮らしとビジネスの“さらなる進化”の
お役に立つ企業グループ

大阪ガスグループは、4つの価値創造を実現します

大阪ガスグループの宣言

大阪ガスグループ社是

お客さま価値 社会価値

株主さま価値 従業員価値

①DAIGASガスグループとは （企業理念）

6
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②DAIGASグループの事業変遷

昭和初期の当社のガス工場（今の大阪市西区）

7
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明治４年（1871年） ８月７日、
造幣寮でガス灯点火
大阪の夜を明るくした

■造幣寮の貨幣鋳造時の ■明治7年。ﾌﾞﾗｳﾝ商会が神戸外国人 ■大阪ガス、会社設立の発起認可書
余剰ガスでガス灯をともす 居留地に９４基のガス灯をともす （明治３０年）

②DAIGASグループの事業変遷

8
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神戸外国人旧居留地にガス燈がともる

イギリス人技師ハートと伊藤博文の主導にて外国人居留地が開発された。126の区画に分けられ
車道歩道の区別・ガス燈・下水道・公園の設置など都市計画にもとづく町づくりがおこなわれた

ガス燈のある街

②DAIGASグループの事業変遷
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大阪市 三休橋筋 綿業会館 大阪市 法善寺横丁

（上記写真 日本ガス協会 HPより）

今も存在する ガス燈
（残念ながら大阪府の北摂地域に、現在使用しているものは、ありません）

②DAIGASグループの事業変遷
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２馬力のガス発電機

（繊維工場などの動力用として）

水力発電所が十分に普及していなかったころ動
力用としてガスを燃料とした発電機を販売していた

ガスエンジンンを売っていた
大阪ガスが創業した（明治38（1905）年）ころ

②DAIGASグループの事業変遷
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「暮らし生活」革命

「かまど」から

― ハイカラな台所へ

照明用として

西洋の生活様式とともにガス機器を輸入

②DAIGASグループの事業変遷
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ガス暖房

ガス足温器

ガス照明（シャンデリア）

明治から大正・昭和にかけて、日本ならではのガス機器を開発し、
よりよい日本の暮らしを提案してきた

日本の暮らしに適したガス機器を開発

②DAIGASグループの事業変遷
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１９７５年に、大阪ガス最大のプロジェクト「天然ガスへの転換」作業に着手

２５年にわたる天然ガスへの転換作業

②DAIGASグループの事業変遷
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倍半分の油価格の差を省エネと環境性・生産性の向上を論点に産業用
熱需要のガス化。全国、いや世界に類のないエンジニアリングスタイルを確立

油から天然ガスへの燃料転換

鍛造炉 圧延炉 熱処理炉 金属溶解炉

②DAIGASグループの事業変遷
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電気需要をコージェネ、ガス空調システムで獲得

ガス創業時のガスエンジン技術の進歩をガスコージェネレーション、
ガスヒーポンとして商品化し、急成長する電力需要を獲得

■１９８０年 コージェネ販売開始 ■１９８５年 ＧＨＰ販売開始

コージェネ１号機 ニチイ加古川店

三洋電機１５馬力ＧＨＰ （ガスマルチ）

②DAIGASグループの事業変遷
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阪神淡路大震災

１９９５年１月１７日発生、全国ガス事業者の応援隊を含め
延べ７２万人の体制にて７２.５万戸の復旧作業を進めた

②DAIGASグループの事業変遷
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１９４５年1０月、１４ガス会社を合併して戦後に再出発

１９０５年１０月、大阪市内で供給開始した大阪ガスは、戦後、
１９４５年１０月に神戸・京都・和歌山など１４ガス会社を合併し再出発

②DAIGASグループの事業変遷
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今から50年前に販売を開始したガス全自動炊飯器・ガス湯沸かし器・ガ
ス冷蔵庫は、主婦の「家事」を軽減したガス機器拡販に向け、サービスショ
ップ体制、アロハサンタセールなど業界初のビジネスモデルにて市場を席巻

ガス冷蔵庫

戦後、高度成長期の主婦の課題を解決

②DAIGASグループの事業変遷
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ガスパビリオン

１９７０年、２重効用式ガス吸収冷温水機、ガスコージェネレーションなどガス高度利用のあり
方を目指して、その４０年後に広く普及することとなる新たなガスエネルギーシステムを実験した

大阪万博で、私たちが世に問うたのは

②DAIGASグループの事業変遷
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ＬＮＧ（液化天然ガス）の導入

ブルネイからＬＮＧタンカー第１船が泉北工場に着桟。天然ガスインフラ時代に

■インドネシアＬＮＧ第船アクエリアス号 ■幹線導管網の整備

②DAIGASグループの事業変遷
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21

ガス温水床暖房

ガスコンロ

リースポジにつき使用をお控えください

家庭のエネルギー 都市・産業のエネルギー

工場 オフィスビル

病院 飲食店

ミストカワック

ガスファンヒーター

②DAIGASグループの事業変遷

22
©2018 Regional Co-Creation Division OSAKA GAS CO.,LTD

(80年代)(70年代) (90年代) (00年代)

低炭素社会LNG導入 空調需要開発 コージェネ普及拡大

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

他事業者向け

業務用
（商業用、公用・医療用）

工業用

家庭用

5億m3

14億m3

41億m3

21億m3

天然ガス転換

(1975～1990年)

大阪ガス
2015年度ガス販売量

81億m3
(グループ会社含む)

用途の拡大に伴い工業用ガスの販売が拡大
（億m3）

(10年代)

（ 6.2％）

（ 17.5％）

（ 50.4％）

（ 25.9％）

②DAIGASグループの事業変遷
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2016年4月より ご家庭向けの電気供給も開始

②DAIGASグループの事業変遷
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大阪ガスの歴史は「イノベーション」 の連続だった

②DAIGASグループの事業変遷
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これからも、お客さまに選び続けていただける
企業グループを目指します

②DAIGASグループの事業変遷
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは

27
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天然ガスの主成分はメタン（CH4）。無色・無臭のガスです

③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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化石燃料の燃焼生成物等の発生量比較（石炭を100とした場合）

CO2排出量比較 NO2排出量比較 SOⅩ排出量比較

天然ガス 石 炭石 油 天然ガス 石 炭石 油 天然ガス 石 炭石 油

20～40

出典 CO2：火力発電所大気影響評価技術照明調査報告書1990.3/エネルギー総合科学研究所
NOx：「IEA（国際エネルギー機関）Natural Gas Prospects to 2010」（1986）

57 80 100 70 100 70 1000

都市ガス（天然ガス）の主たる成分はメタンガス（CH4）。燃焼時のCO2の排出量は他の化
石燃料と比べても少ないエネルギー。今後、水素社会への貢献も見込まれております。

③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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 天然ガスは石油と比べ、中東に偏っておらず、世界の多くの場所で産出されている。
 採掘可能年数（＝経済的・合理的な可採埋蔵量÷年間生産量）は、石油で53年、天然ガ
スで56年、石炭で109年と言われている。

③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは

 



 

  

日本では事件数、患者数は植物性自然毒によるものが多
く、致命率は動物性自然毒のほうが高いです。 
今回はこれからの季節植物性自然毒のついて説明させて
頂きます。 
 
日本三大有毒植物 
トリカブト、ドクウツギ、ドクゼリです。 
 
ドクゼリ（6-7月） 
ドクゼリ (セリ科 
特徴 茎は分枝し中空、葉は２回羽状複葉で小葉は不規則に
深く切れ込んだ鋸歯をもち 7～8月に複散形花序に白～淡い
桃色の花をつけます。 
タケノコ状で中空の根茎をもつことと茎丈（けいじょう）が大き
いことが特徴で食用のセリと区別できますが、葉の形状がよく
似ていて生育環境も共通しているため、若葉をセリと間違い、
中毒事故が多いです。 
葉は精油を含みほのかな香りをもつが食用セリの独特の香
りとは異なります。 
全草に猛毒のポリイン化合物（シクトキシン）を含有してい
て、根茎をワサビ、ガマと間違えた中毒例もあり、誤食すると
めまい、流涎、嘔吐、頻脈、呼吸困難等の症状が現れ、死亡
する危険も大きい。 
毒成分は皮膚からも吸収されるので注意が必要。国内外で
牛馬の死亡例も多い。  
 
分布 北海道から九州、ロシア、朝鮮半島、中国、ヨーロッパ、
北米の湿地、水辺  
 
ドクウツギ（４～5月） 
和名(別名) ドクウツギ (イチロベコロシ)  
分布 北海道・本州・四国・九州  
有毒部位 全株有毒(特に果実が有毒)  
有毒成分 コリアミルチン、ツチン、ピクロトキシン  
症状 摂取後すぐに流涎、痙攣発作を起こした後に内臓出血
と呼吸困難により死に至る  
間違いやすい植物 特に有りません 
ドクウツギは、トリカブトとドクゼリと並んで日本三大有毒植物
のひとつです。 
ドクウツギは、その毒性の強さとおいしそうな実の外見（ピン
ク色）の誤食が多く、一斉に伐採がすすめられたこともある植
物です。 
日本にはドクウツギ科の植物はこのドクウツギのみで、生態
は謎が多いのです。 
ドクウツギの摂取による中毒症状は即効性があり、接種後 10
～20分ほどで症状が出始め、最悪死に至ります。 
果実ピンク色で一見美味しそうですが、猛毒なので注意し
ましょう。 
最近駆除などの影響で都会などではあまり見かけなくなりま
した。 
 
トリカブト（9～10月） 
分類：キンポウゲ科 Ranunculaceae  
生育地  山地の木の陰や高地の草原などに生える。しばし
ば群落を作ります。  
 毒性成分  アコニチン系アルカロイド （アコニチン，メサコニ
チン，ヒパコニチンです。 
中毒症状  口唇や舌のしびれに始まり，次第に手足のしび
れ，嘔吐，腹痛，下痢，不整脈，血圧低下などをおこし，けい
れん，呼吸不全（呼吸中枢麻痺）に至って死亡することもあり
ます。 半致死量はアコニチン 0.2～１mg です。 
発病時期  食後 10 ～ 20 以内に発症することが多いで
す。 
中毒対策  トリカブトは花が咲いていると間違いようがありま
せんが、若葉の頃はおいしい山菜として知られる 
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③クリーンなエネルギー“天然ガス”とは
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（データ出展：電力広域的運営推進機関（2018年4月9日公表資料）より当社にて編集）

都市ガスのスイッチング状況（2018年3月末）低圧電力のスイッチング状況（2018年3月末）

■低圧電気：2016年4月より完全自由化スタート。新規参入者が400社を超え、

全国で700万件超のお客さまが新電力会社にスイッチング

■都市ガス：2017年4月より完全自由化がスタート。全国で約80万件超のお客さまが、新規の

都市ガス会社事業者に切り替え。首都圏と関西圏のみで、その約80％を占める

（スイッチング件数）
送電事業者管内でのスイッチング比率（2016年3月時点での一般家庭等
の通常の契約戸数より試算。沖縄電力除く

都市ガス事業者のエリア
スイッチング件数
（単位：万件）

北海道エリア ー

東北エリア ー

関東エリア 27.3

中部・北陸エリア 12.2

近畿エリア 39.1

中国・四国エリア ー

九州・沖縄エリア 5.5

合計 84.2

（出展：資源ｚエネルギー庁HPよりより当社にて編集）

③エネルギーシステム改革

送配電事業者（エリア）
スイッチング件数

（単位：万件）
スイッチング率

　北海道電力株式会社 34.7 15.4%

　東北電力株式会社 27.7 5.0%

　東京電力パワーグリッド株式会社 349.7 15.3%

　中部電力株式会社 71.9 9.4%

　北陸電力株式会社 4.6 3.7%

　関西電力株式会社 149.0 14.8%

　中国電力株式会社 13.3 3.7%

　四国電力株式会社 10.0 5.2%

　九州電力株式会社 48.9 7.8%

全国 709.8 11.6%

 

◎卓話 

「 植物性食中毒について 」   石田 佳弘 
 
本日はこのような機会を当てて頂きありがとうございます。 
 
本日は自然毒とは生物が生産、保有する生理活性物質
で、他の生物に対してのみ有害作用を示すで、植物性
自然毒と動物性自然毒に大別されます。 
 
動植物の中には体内に毒成分（自然毒）を持つものが数
多く知られています。 
毒成分は一般的には常成分であるが、成育のある特定
の時期にのみ毒を産生する場合や、食物連鎖を通じて
餌から毒を蓄積する場合もあり、これら自然毒を含む動
植物による食中毒は、細菌性食中毒と比べると件数、患
者数はそれほど多く有りませんが、フグ毒やキノコ毒のよ
うに致命率の高いものがあるので食品衛生上きわめて重
要であります。 
毒性獲得の理由は、種子や実、若芽が動物や昆虫や
鳥類などの餌となることを抑止することが目的とされおり、
致死性の物質から、下痢程度の症状で済むものまで幅
が広いです。 
 中毒の殆どが食中毒で 90%はキノコによります。 
症状は胃腸型中毒症状、コレラ様症状、脳症状の 3種が
あり、発生時期は秋季に集中し、キノコ以外にはアルカロ
イド系の物質を含有する草花によるもので、代表的な物
にはトリカブトのアコニチン、ジャガイモのポテトグリコアル
カロイド（ソラニン）、青梅のアミグダリンなどがあります。 
 人間に対する毒性はないがアブラナ科の植物では、発
芽前後にイソチオシアネートなどの成分が増加し、これ
は、成長途上で昆虫類や鳥類の餌となることを抑止する
事が目的で毒性は弱く、貝割れ大根やスプラウトの辛味
成分が該当すします。 
豆類では生の豆の状態に毒性分（レクチンなど）があ
り、下痢を起こします。 

 



 

  

シドケ（モミジガサ）、ニリンソウなどによく似ているので、誤
食の事故が絶えません。 
日本三大毒草のドクウツギ、ドクゼリ、そしてトリカブトは、
食用になる野山の幸たちと皆よく似ているのです。 
  塊根（かいこん）は加工して漢方生薬「附子」「烏頭（う
ず）」などとして利用される。葉柄はトリカブトでは中実，ニリ
ンソウは中空であり、また，アイヌ民族はトリカブトの根で矢
毒を作り狩猟に利用しました。 
有毒アルカロイドは長時間加熱するとアコニチンに変化
して毒性が 200 分の１となるため，射止めた動物肉を食
することができます。   
間違えやすい植物  
 早春から初夏にかけての山菜採集時期に、 トリカブトの 
芽生え時期の 葉と酷似している食用野草のニリンソウや
モミジガサなどと間違って誤食される中毒事故が多いで
す。 
 山菜狩りは有識者とともに行うべきであります。   
 
ハシリドコロ（４～5月） 
ナス目 Solanales 、ナス科 Solanaceae  
毒性成分  アルカロイド（ヒヨスチアミン，スポコラミン）など 
本州から四国、九州のやや湿り気のある林床や沢沿いに
生育。朝鮮半島にも分布しています。  
形態  多年草で、根茎は肥大し，節を生じる。茎や葉は
無毛で柔らかい。葉は互生し，葉身は狭く長楕円形で有
柄です。 
花は花柄の先端につき紫がかった黄色，釣鐘状で、早
春に咲きます。 
果実は球形で径はおよそ１cm，萼に包まれます。 
根茎をロートコンといい，鎮痛薬などに用いるが，有毒の
アルカロイドを含むため劇薬に指定されている。  
ハシリドコロは見ての通りナス科なので野菜のナスに似
ています。 
うっかり食べてしまうと、苦しさのあまり走り回ってしまうの
で、ハシリドコロと名付けられました。 
ちなみに、新芽もみずみずしくてサニーレタスのようでお
いしそうなのですが、猛毒なので注意してください。 
ハシリドコロは、新芽がフキノトウそっくりで、誤食してしま
うケースが多いのが特徴です。 
誤って食べると気が狂ったように走り回ることから「キチガ
イイモ」などの名前がついています。 
根や根茎を大量に食べると死に至りますが、ここ 10 年

(H18-H27)では、死亡例は出ていません。(誤食事件 3
件、患者 8名、死亡例 0名 ? 厚生労働省) 
中毒対策  有毒成分はゆでる,炒める,天ぷらにするなど
家庭における調理程度の加温処理では分解され無いた
め、植物の特徴をよく確認し，安易な思い込みは避けた方
がいいです。  

 アセビ（アセボトキシン） 

 イチイ 

 イチョウ 

 イラクサ 

 ウメ  

 キョウチクトウ 

 キンポウゲ科 

 サトイモ科のテンナンショウ属、 

 シキミ 

 ジャガイモ 

 スイセン 

 スズラン 

 スミレ科。 

 ソテツ 

 

ご清聴ありがとうございます。 

 チョウセンアサガオ 

 ドクニンジン 

 トリカブト 

 ヒガンバナ科 

 フクジュソウ 

等、毒を含む野草があります。 

ご清聴ありがとうございます。 

 
◎例会前の行事 

  5 月度定例理事会 

 

2017～2018 年度 5 月度定例理事会議事録 

 

日 時： 2018 年 5 月 9 日（水）11:15~11:50 

場 所： 例会場 

出席者：浜田、井前、藤井、田渕、大木、馬渕、河合、

朝倉、川畑、坂野、橋本 

欠席者：稲富、伊藤、小阪 

 

議事 

１．前回議事録承認 

   異議なく承認された。 

２．4 月度会計報告 

   異議なく承認された。 

３．台北中山 RC 訪問について 

   先方より 5/26 観光のお誘いがあったが、当方に

てすでに予定を作成しており、丁重にお断りし

た。 

  なおドネーション用に参加人数（9 名）×1

万円分、クラブから拠出することを承認した。 

４．その他 

・千里メイプル RC20 周年お祝いについて 

以前からの慣例通り、参加人数(3 名)×1 万円

分、お祝いとして拠出することを承認した。 

・千里 RC45 周年記念講演会について 

 特にクラブからのお祝いとしては拠出しなこ

とになった。 

・国際大会出席者への補助金について 

 例年通り、国際奉仕予算より参加人数×1 万円

を拠出することを承認した。 

・事務所備品の PC 入れ替えについて 

業者見積を承認した。 

・新入会員について 

新入会予定者の「塚本正勝氏」について理事会 

承認し、本日新会員選考についてを会員に配布 

することにした。 

 なおもう 1 名いた新入会員予定者について 

は、6 月の 1 か月間を「お試し入会月間」とし 

て例会に参加いただくことを承認した。 

・年間優良出席者表彰選出について 

本年度は優秀者 4 名にクラブより 5 千円拠出す

ることになり、準優秀者 8 名も含めて 6 月例会

で表彰することになった。（昨年通り） 

・クールビズ期間について 

本年は 5 月から 10 月までとすることを承認し 

た。 

  

作成者 橋本憲治 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%A6%E3%82%B2%E7%A7%91
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E5%B1%9E
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%AC%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%86%E3%83%84
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%96%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%8A%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%BD%E3%82%A6


 
 

◎ニコニコ箱報告 

・誕生記念内祝 羽根田君、井前君、香西君、 
奥田君（気力、体力の維持に努めたいと思い 

ます） 

・結婚記念内祝 古川君（にっくき巨人にようやく勝ちました。

昨日は秋山ほんま、ありがとう。今日は

メッセたのまっせ）、早川君、        

東村君、波々伯部君、馬渕君、

松尾君、光本君 

・入会記念内祝 香西君、丸山君（入会記念のお祝いして頂い 

て！）、西本君（入会記念のお祝いありがと 

うございます）、 

・皆出席内祝  藤井君（皆出席賞をいただいて）、 

藤田君（皆出席を表彰していただきまして 

ありがとうございます） 

・各記念月お祝いの皆様へ、おめでとうございます。 

                      河合君 

・IMロータリーデー残金 

 
         本日の合計  ￥  86,246- 
       7/1 よりの累計  ￥2,126,246- 

  

◎R 財団への寄付 

 藤田 貴子君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000- 

丸山 俊郎君 ￥5,000- 西本恵美子君 ￥5,000- 

 
         本日の合計  ￥ 20,000- 
       7/1 よりの累計  ￥940,000- 

           一人当たり平均 ＄170.66 

◎米山奨学会への寄付 

 羽根田茂子君 ￥5,000- 早川 博之君 ￥5,000- 

井前 憲司君 ￥5,000- 奥田 晴基君 ￥5,000- 

 

         本日の合計  ￥ 20,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 767,500- 
         会員より  ￥500,000- 

ｸﾗﾌﾞより  ￥267,500- 

           一人当たり平均 ￥15,049- 

 

 

 

 


