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◆今週の例会プログラム◆
2018 年 8 月 30 日（木）第 2388 回例会
ガバナー公式訪問
国際ロータリー第 2660 地区
ガバナー 山本 博史 様（大阪南ＲＣ）

泰昌

fax：072-724-1786
例会日：毎週木曜日 18：30～

◆次週の例会◆
2018 年 9 月 6 日（木）第 2389 回例会
納涼例会
例会場：音羽山荘

◇お客様◇
◆出席報告 2018 年 8 月 9 日（第 2387 回例会）◆
1 組ガバナー補佐
青山快玄様（大阪北梅田ＲＣ） 会員数：30 名 出席者：18 名 出席率 75.00％
ガバナー補佐エレクト田中隆弥様（池田くれはＲＣ） 前々前回
2018 年 7 月 12 日
81.48％
♪ロータリーソング♪ 奉仕の理想
◆会長の時間

会長 片山 秀樹

皆様こんばんは。今週は私の歴史感について触れた

◆幹事報告◆

幹事 林 たかみ

・地区大会の登録申し込み用紙
9 月末までに事務局までご提出ください。

いと思います。
私は理系人間で歴史は苦手な分野でしたが、人生の

・7 月西日本豪雨の義捐金について→33,000 円送金し

後半に差し掛かる頃より歴史を知ることの面白さに

ました。

気づかされました。歴史は変化の連続で特に変わり目

・ロータリー財団確定申告用寄付金領収書が届いてお

のドラマは興味深いものです。個人、組織、地域、国

ります。

にはそれぞれに歴史があります。変化は外部からの変

・箕面ロータリークラブ杯争奪ゲートボール大会が

化もしくは内部から起こる場合が考えられますがト
ップの交代は大きなきっかけとなります。企業の場合
10 年、社団法人 6 年、総理大臣でも複数年といった
ところでしょうか。最近は長すぎることにより問題が

年間予定表の 10 月 9 日から 9 月 4 日（火）に変更
になりました。
場所も通常市民グランドから→箕面市多世代交流
センター屋上ゲートボール場に変更

起きている組織もあるわけですがロータリークラブ
では RI 会長、ガバナー、会長がすべて 1 年で交代す
る、他とは異なる組織運営が継続されています。トッ
プが代わることにより毎年テーマが代わり毎年わく
わくするような変化が起こりえるのもロータリーク
ラブかもしれません。私は入会 7 年目ですがロータリ
ーは近年大きく変化しているように感じています。本
年度 2660 地区においては組の再編が実施され今後の

ロータリー財団大口寄付者感謝状記念品贈呈式

変化が楽しみなところです。

川端 崇且 会員

本日は青山快玄ガバナー補佐をお迎えしてクラブ
アセンブリーを行います。アセンブリーとは協議会で
ありクラブの進め方について意見をいただく場でも
あります。50 周年を迎える年を皆様とともに歴史の節
目となる 1 年間として行きたいと思っておりますので
青山ガバナー補佐、ご指導をよろしくお願いいたしま
す。

１、真実かどうか

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
２、みんなに公平か
３、好意と友情を深めるか

４、みんなのためになるかどうか
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◆SAA 報告
ニコニコ箱
黄堂泰昌会員：青山ガバナー補佐、田中ガバナー補佐エ
レクトようこそ！
西脇 悟会員：①先週駐車場探しで遅刻しましたお詫び
②少年野球で我がチーム「マリンフード
大会」優勝しました。
前田建司会員：青山ガバナー補佐、田中ガバナー補佐エ
レクト、本日はありがとうございます。
川端崇且会員：ガバナー補佐様いらっしゃいませ。
芝野弘三郎会員：青山ガバナー補佐、田中ガバナー補佐
エレクト、ようこそ。よろしくお願い
します。
山下恵司会員：ガバナー補佐お願いします。
木村貞基会員、河野優作会員、木村知也会員
米山奨学会
黄堂泰昌会員、前田建司会員、芝野弘三郎会員
ロータリー財団
西宮富夫会員：青山ガバナー補佐ようこそ
黄堂泰昌会員、前田建司会員、 木村貞基会員、河野優作
会員、木村知也会員、芝野弘三郎会員
◆アセンブリー◆
◇クラブ運営◇

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
◇ロータリー財団◇
（代理）川端崇且

1、ロータリー財団の組織・システムの把握
2、地区事業目標の会員への周知
（1）年次基金目標年間 18,000 円（150 ドル）/人
（2）ポリオプラス目標年間 6,300 円（50 ドル）/人
※2018 年 6 月ロータリーレート

1 ドル＝110 円で換算

（3）恒久基金寄付目標 1 名のベネファクター輩出
上記目標達成のために尽力する。
3、今年度地区補助金の把握・報告
◇講評◇
ガバナー補佐 青山快玄
昨年度から訪問しており、とてもアットホームなクラ
ブだと認識しております。活発な奉仕活動を基に、是非
ロータリー賞にエントリーしてください。

（代理）庄司修二

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。
◇広報◇

あかつき園納涼祭
2018 年 8 月 17 日（金）午後 5 時 30 分～7 時 30 分

黄堂泰昌

片山会長のリーダーシップのもと林幹事と連携
を取りながら、箕面ロータリークラブの各活動、と
りわけ地域への奉仕活動状況を広報出来る機会を
持ち、web site や Facebook などのメディアを通し
て、箕面ロータリークラブの活動の広報活動に努め
ます。
◇会員組織◇
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（代理）山下恵司

会員数の減少は、クラブ財政の硬直化を招き、限
られた会員に過重な役割を強いる結果となります。一
方で、会員数の増加は、柔軟な財政運営、新たな活動
の展開が可能になる他､クラブに活気が増す事に繋が
ります｡
会員増強を頑張れば、「いまだ見ぬ人をさがし、人
から学び、人を育てる」達成感がうまれます。
量は質に転嫁します｡「魅力ある・元気ある・個性
ある」クラブを目指すために、クラブ会員が一致協力
して、会員増強に努めましょう！
2018-19 年度は、純増 3 名を目指します。
また、新会員のフォローアップ、現会員のモラルア
ップ、ロータリーの歴史を知る機会となるよう、情報
規定研修を前に進めます。
◇奉仕◇
河野優作
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。
事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、

木

14：00～21：00、

火・土・日・祝

休
○

