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◆今週の例会プログラム◆ 

2018 年 7 月 19 日（木）第 2385 回例会 

新年度方針：情報規定研修委員長 青 敬祐会員 

      職業奉仕委員長   尾崎夏樹会員 

◆次週の例会◆ 

2018 年 7 月 26 日（木）休会日 

◇2018 年 7 月 28 日（土）、29 日（日） 

    箕面まつり 

♪ロータリーソング♪  
奉仕の理想 
 

◆出席報告 2018 年 6月 28日（第 2383 回例会）◆ 
会員数：30名 出席者：22 名 出席率 81.48％ 
前々前回  2018 年 6月 14 日  80.77％  

◆会長の時間        会長  片山 秀樹 

皆様こんばんは。本年度の会長を務めさせていただ

きます片山です。1年間よろしくお願いいたします。 

さて、先週は突然の大雨により急遽例会を中止する

こととなりました。被災されました多くの皆様に心よ

りお見舞い申し上げるとともに 1日も早い復興を願っ

ております。 

先週の休会により本日のプログラムを変更して進

めて行くこととなりましたがよろしくお願いいたし

ます。例年、第一回目の例会において会長方針を説明

させていただくことが通例ですが 6月の次年度会長挨

拶にて述べさせていただきましたのでこの時間にポ

イントを紹介させていただきます。 

バリー・ラシン RI 会長は本年度のテーマを「BE 

THE INSPIRATION インスピレーションになろう」

にされました。ここで言うインスピレーションとは閃

きや思いつきではなく人々にインスピレーションを

与える存在になることと理解できます。RI 会長のテー

マを受けて山本博史ガバナーは地区方針として次の

10 項目を提示されています。 

私は 50 年の歴史、地域に根付いた当クラブの特徴

を生かして進めて行くにあたり年度方針として次の 4

つを掲げました。 

・50周年を迎えるにあたり、歴史を理解し、変化のス

タートの年とする 

・地域に貢献できるクラブを目指す 

・運営において効率化、明確化をはかる 

・ロータリアンが参加しやすい「魅力ある・元気ある・

個性ある」クラブを目指す 

大雨の影響により 1 週間遅れの船出となりました

が理事・役員をはじめ若いロータリアン、シニアロー

タリアンの協力を得ながら、皆様とともに次の 50 年

に向かって「BE THE INSPIRATION」を実現したい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

◆幹事報告◆           幹事 林 たかみ 

・箕面川清掃イベントについて 

・マイロータリーのウエブサイトが、水漏れによるサ

ーバーシステムの被害により、先月より現在も技術的

障害が生じています。見られないか、非常に遅い状態

です。 

シカゴ時間で 12日午前 1時～メンテナンスがあるよ

うです。 

 

◆理事役員会報告◆ 

審議事項 

・第 9回「伝えよう！いのちのつながり」後援名義申

請について→承認 

・Ｈ30年度市民ゴルフ大会実行委員の推薦について→

木村貞基会員で承認 

・クラブ現況について→西脇悟会員を加えて作成 

・青少年交換留学生の申し出について→不承認 

・災害義捐金について→募金箱をまわす 

・箕面市民展の後援について→承認 

・50周年記念事業について→社会奉仕事業、記念誌編集、

記念式典の 3部門に会員全員が分かれて活動を始める。

理事会が実行委員会も兼ねる。 

報告事項 

・事務所ＦＡＸ不具合について→改善案検討 

・納涼例会会場→音羽山荘 

・クリスマス例会会場→ホテル阪急インターナショナル 
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◆SAA 報告 

ニコニコ箱 

西脇 悟会員：再入会です。よろしくお願い申し上げま 

       す。 

片山秀樹会員：１週間おくれのスタートです。 

       皆様よろしくお願いいたします。 

上島一彦会員：７月１４日、還暦の誕生日です。 

庄司修二会員：会長幹事１年間よろしくお願いします。 

岡内重信会員：片山会長頑張って下さい。西脇さんよう 

       こそ再入会！！ 

山下恵司会員：西脇さん入会おめでとう 

       日曜日に奨学生の歓迎会に行ってきまし 

       た。 

芝野弘三郎会員：新年度皆様よろしくお願いします。 

木村知也会員：今年度も宜しくお願いいたします。 

瀧瀬尚峻会員：月初 

林たかみ会員：いよいよスタートです。よろしくお願い 

       致します。 

黄堂泰昌会員：片山年度のスタートです。 

       会長幹事頑張って下さい。 

青 敬祐会員：新年明けましておめでとうございます。 

川端崇且会員：片山会長、一年間お願い致します。 

前田建司会員：新年度、片山会長、林幹事１年間宜しく 

       お願い致します。 

木村貞基会員：片山会長、今年度１年よろしくお願いし 

       ます。 

山本貴雄会員、三上智子会員、梶山博照会員、河野優作

会員、 尾崎夏樹会員 

米山奨学会 

河野優作会員、黄堂泰昌会員、青敬祐会員、前田建司会

員、木村貞基会員、尾崎夏樹会員、山下恵司会員、西脇

悟会員、芝野弘三郎会員 

ロータリー財団 

西宮富夫会員：大雨、大変でしたね。 

西脇悟会員、芝野弘三郎会員、木村知也会員、黄堂泰昌

会員、青敬祐会員、前田建司会員、尾崎夏樹会員 

ポリオ基金 

尾崎夏樹会員 

 

◆西脇悟会員入会式◆ 

再入会おめでとうございます。 

 

 

 

◆新年度方針◆ 

幹事 林 たかみ 

50 周年という記念すべき年に思いがけず幹事の大役

を配し、緊張と不安の中におりますが、この一年、皆

様のご指導、ご鞭撻をいただき精一杯務めさせていた

だくつもりです。 

新年度方針 

１．50 周年事業を大成功のうちに終えられますよう、

片山会長、黄堂委員長のもと、会員全員で意識と

情報を共有し、取り組んでまいります。 

２．外部のお客様になるべく多く参加してもらえるよ

うな行事を実施し、箕面ロータリークラブの認知

度を高め、新入会員増強に努めます。 

３．去年に引き続き例会の食事の無駄をなくせるよう

努力します。 

４．IM 再編成に伴ういろいろな改正について、会長、

事務局と蜜に連携を取り、対応していきます。 

5．50 年の伝統に新しい風をうまく取り入れながら、

ファミリーのような温かい雰囲気の 

 クラブとして発展していけるよう、微力ながら頑張

ってまいります。 

 

クラブ運営  梶山博照 

若手からベテランまでの幅広い年齢層の会員同士、楽

しく充実した時間を共有できるクラブ活動をしてい

くと共に、ゲストが来られた時に、入会したいと思え

る様なクラブ運営にしていきたいと思います。 

 

社会奉仕委員長 河野優作 

【活動】 

①ロータリーが実践する社会奉仕のプロジェクトとはど

ういうものであるべきか 

１、地域社会が本当に必要としているプロジェクトをす

ること 

２、クラブ会員全員の協力が得られるプロジェクトであ

ること 

３、毎年、異なった新しいプロジェクトであること 

４、年度内に完結するプロジェクトであること 

５、教育的効率を狙って継続的に行われるプログラムと

は異なったプロジェクトであること 

 さらにロータリーの奉仕活動は現存する団体や機関に

協力する形で行うことが望ましいと考えます。このこと

をベースに今年度、地域の安全促進としまして、各校区

内での登下校安全確保につなげるために「子ども見守り」

用ののぼりと旗の寄付を行う予定となっております。 

②阪大ＧＥＣＳによる箕面川清掃イベントの後援 

阪大ＧＥＣＳとは「大阪大学と箕面市との連携協力に関

する協定」に基づき、阪大生の自己実現とキャリア形成

をサポートするＭＧＫ２４といわれる団体の 1 つのグル
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ープであります。 

多様な種の水棲動物のいる自然、箕面川の貴重な環境を

日常の生活の中で守るという事を目的とし、その活動と

しまして清掃活動を行っていたのですが、今は阪大生の

後援という形でこのイベントに携わっております。今年

は 7月 14日（土）に開催されました。 

③春・秋の全国交通安全運動への協力 

当クラブでは、春・秋の全国交通安全運動とあわせまし

て箕面駅周辺にて街頭啓発活動を行っております。 

直近では秋の全国交通安全運動が 9 月 21 日（金）～30

日（日）まで、来年の春はまだ正確な日時は発表されて

おりませんが 4 月初旬となっておりますので、会員の皆

様のご協力よろしくお願い致します。 

④ゲートボール大会の実施 

これは箕面ロータリークラブ杯争奪ゲートボール大会と

しまして、毎年 9 月、10月に行われています。 

今年は 10月 9 日（火）に実施予定となっております。 

 

 

◇ベネファクター表彰◇ 

川端崇且会員おめでとうございます。 

（ベネファクター、ポールハリスフェローPin８） 

 

 

 

◇ポールハリスフェロー Pin７） 

岡内重信会員おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇前年度テーマ旗の贈呈◇ 

木村貞基直前会長お疲れ様でした。 

 

 

 


