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◆今週の例会プログラム◆
2019 年 7 月 11 日（木）第 2425 回例会
新年度方針 情報規定研修委員長 芝野弘三郎会員
職業奉仕委員長
西脇悟会員

◇次週の例会プログラム◇
2019 年 7 月 18 日（木）第 2425 回例会
新年度方針 クラブ運営部門担当理事 黄堂泰昌会員
社会奉仕委員長
梶山博照会員

◇ロータリーソング◇
それでころロータリー

◆出席報告 2019 年 7 月 4 日第 2424 回例会◆
会員数：29 名 出席者：22 名 出席率 84.62％
前々前回
2019 年 6 月 13 日 66.67％

◆新年度方針◆

会長 林 たかみ

今年度の国際

ゲストをお招きし、会員増強にもつなげていけるよう

ロータリーのテ

なものします。

ー マ は 「 Rotary
Connects
World

うな機会を増やしたいと思っています。納涼例会には

外部のさまざまな行事にも例年通り積極的に参加

the

し、同好会活動もより活発な楽しい企画をしたいと思

ロータ

っています。

リーは世界をつ
なぐ」であります。

財団補助金事業として、今年度はマタニティーマー

昨今、コンピュー

クの寄贈を予定しております。

ター化やロボット化が急速に進化し、人のつながりも

マタニティーマークは厚生労働省が推進している「健

インターネットや SMS を介したものへと移り、バー

やか親子２１」という事業の一端で、地域社会全体で

チャルの世界がとても大きく私たちの暮らしの中に

子どもの健やかな成長を温かく見守ることを目指し

もはいってきています。その波は立ち止まって考える

ているものです。

ことも許されないほどのスピードで急速に押し寄せ

マタニティーマークと配布用の袋に箕面 RC の名前を

ているように思えます。

入れ、1600 人の妊婦さんに箕面市を通じて配ってい

しかし、ロータリーのつながりの原点は、バーチャ

ただき、11 月の児童虐待防止キャンペーンの際には同

ルではない、人と人が同じ時間と場所を共有し集うこ

じように

とにあります。例会に出席し、お互いに顔を合わせる

マークとロゴ入りの付箋を街頭にて配る予定にして

コミュニケーションがロータリーにとって、もっとも

います。

大切にしていくべきものと思います。
そして今年度も奉仕金へのご協力のお願いです。目
国際ロータリーもここ数年で大きな変革の流れの

標額は以下の通りです。

中にありますが、箕面 RC はどのように 5 年後 10 年
45,000 円

後を迎えていくのかを皆様とともに、じっくりと考え

にこにこ

る 1 年とし、

ロータリー財団 ＄150 （16,500 円）

クラブビジョンの策定を目指していきたいと考えて

ポリオ基金

＄50

います。

米山奨学会

25,000 円

戦略計画委員会主催の年 2 回のフォーラムを実施し、

（5,500 円）

(＄１を 110 円で換算)

年 3 回の IGM を復活させ、
皆様のご意見を広く取り入れる機会にしていきます。

奉仕活動は皆様の奉仕金なくしてはなりたちませ

また例会は年 40 回を予定し、

ん。この 1 年もどうぞ皆様の

移動例会を増やし、ご家族にも参加していただけるよ

ご協力とお力添え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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◆幹事報告◆

2019 年 7 月 11 日発行会報

幹事 片山秀樹

◆新年度方針◆

・理事役員委員会構成表、年間行事予定表について

No.2424

幹事 片山秀樹

本日は天気

・青少年交換プログラムについて

も良く、昨年と

◇理事役員会報告◇

は異なる船出

審議事項

となりました。

・本年度事業計画について

昨年度は会長

→内容について意見交換を実施

として、今年度

・納涼例会について

は幹事として

→親睦、会員増強を目的とし、例会場は音羽山荘

務めさせてい

・クラブセントラル活用の説明会

ただきますの

→今回は欠席

でよろしくお願いいたします。

・決算について

私は幹事経験することなく会長を経験したことに

→承認

より、いきなり最上階より当クラブを見つめることが

・会員増強について

出来ました。また、多くのメイクアップ経験により他

→山下元会員のご子息を勧誘することを承認

クラブとの比較することが出来ると思います。

報告事項

幹事の役割は会長の意向、理事会の決議にしたがい

・事務局員の募集について

クラブをとどこおりなく運営することと心得ていま

・50 周年事業の進捗状況について

す。組織運営においては各委員会の仕事が滞ることが

SAA 庄司 修二

◆SAA 報告◆

ないように各委員長には担当理事と協力しながら進

ニコニコ箱

めていただくようにお願いいたします。予算執行にお

林たかみ会員：本年度、皆様のご協力よろしくお願い

いては会長、会計と協議しつつ進めて行きます。資金

致します。
片山秀樹会員：本年度は幹事です。

を有効に使えるように必要に応じて予算変更を理事
会に提案することも必要と考えています。

1 年間よろしくお願いいたします。
上島一彦会員：61 才になりました！まだまだ若いつも
りです。

昨年度は「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」ことで皆様と一緒に過去
を振り返ることが出来ました。当クラブは会員数から

庄司修二会員：今年度もよろしくお願いします。

見れば設立の時は 30 名、最高は 75 名、私が入会した

前田建司会員：林会長、片山幹事、新年度宜しくお願

7 年前は 21 名、現在は 30 名と変化しています。現在

い致します。
黄堂泰昌会員：林会長、片山幹事、よろしくお願いし
ます。
西脇悟会員：今日から新年度ですネ！！

は再び発展する時期に差し掛かっているように感じ
ています。当クラブのすばらしさを次世代の発展に継
続できるよう考えていますので今期もよろしくお願
いいたします。

芝野弘三郎会員：林会長、片山幹事、本年度もよろし
くお願いします。
山下恵司会員：会長、本年宜しく。
岡内重信会員：林会長、1 年頑張って下さい！
川端崇且会員：新会長、幹事さんよろしく
山本貴雄会員、木村知也会員、梶山博照会員、河野優
作会員
米山奨学会
河野優作会員、前田建司会員、黄堂泰昌会員、芝野弘
三郎会員、山下恵司会員、岡内重信会員

7 月のお誕生日 おめでとうございます

ロータリー財団

7月 8日

西宮富夫会員：年初にて
山本貴雄会員、木村知也会員、前田建司会員、黄堂泰
昌会員、西脇悟会員、芝野弘三郎会員、山下恵司会員、
岡内重信会員
事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、

庄司修二会員

7 月 14 日 上島一彦会員
7 月 19 日 浦収会員（欠席）
7 月 30 日 片山秀樹会員、渡部天介会員（欠席）

木

14：00～21：00、

火・土・日・祝

休
○

