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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか
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会員増強および 拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

（2123回）

２）ソング

君が代・奉仕の理想

３）卓 話 「ガバナー所感」
ＲＩ第2660地区ガバナー
岡部 泰鑑 様
４）ガバナー公式訪問懇談会
５）9
５）9月度定例理事会

次週（９月１日）のお知らせ
１）例 会

（2124回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）卓 話 新世代のための月間記念卓話
（財)大阪市青少年活動協会
ボランティア 小松真之 様
ボランティア 藤和千佳 様
新世代奉仕委員会
2010-11年度青少年交換派遣学生報告
山村 芹菜 様

☆☆ 岡部 泰鑑ガバナー公式訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
【第2660地区】
1990 ～ 1993 年度 インターアクト委員会委員
1996 ～ 1997 年度 地区幹事（青少年担当）
1999 ～ 2002 年度 会員増強委員会委員
【そ の 他】
メジャードナー
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者（マルチプル）

国際ロータリー第2660
国際ロータリー第2660地区
2660地区
おかべ

たいかん

岡部 泰鑑ガバナー
プロフィール
【生年月日】 1950 年11月28日
【職業分類】 僧 侶
【ロータリー歴】
1985 年 大阪城南RC入会
1993 ～ 1994 年度 幹事
2004 ～ 2005 年度 会長

ガバナー公式訪問を迎えて
会長 二宮 秀造
本日、岡部泰鑑ガバナーには大変ご多忙の中
お越しいただき、大阪天満橋ロータリークラブ
会員一同心より歓迎申し上げます。先日佐藤俊
一ガバナー補佐にご訪問いただいた際には当ク
ラブの現状を報告させていただき、またクラブ
協議会において、各委員会の事業計画を説明し
ご指導いただきました。
本年度当クラブのテーマは、「変革」としてい

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

67名
47名(59名)
21名
12名

ます。ロータリアンとしての自覚を持ち、四つの
テストを実践しながら自分自身を変革し、未曾
有の災害によって被災された方々の苦しみを自
分自身のものと受け止め、互いに力を合わせ手
を取り合って行く事が、テーマに沿ったスロー
ガンでもあります。
岡部ガバナーにおかれましては、これからの
私どものクラブ運営に対してより良いアドバイ
スを賜りますよう、宜しくご指導の程お願い申
し上げます。
最後に、岡部ガバナーの今後益々のご健勝と
ご活躍を心よりお祈り申し上げます。

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
暦の上では立秋ですが残暑が厳しく、気象庁
の予報では９月ー杯まで続くとのことです。み
なさん健康にはくれぐれも気をお付け下さい。
本日は、米山奨学生の厳 暁全さんがおみえ
になっています。どうぞごゆっくりお過ごし下
さい。
８月３日から６日までの間、姉妹クラブの台
北陽明ロータリークラブ会長のB.J様他４名の会
員の皆様が来訪され、
陸前高田RCとのマッチング
グラントの成立の御礼と、来年３月１７日に行
われます創立３５周年記念式典のご挨拶をされ
ました。
また川原会長エレクト、石田国際奉仕委員長、
橋本副委員長、中川パスト会長、郡パスト会長、
他大勢の会員の皆様には、四日間通じてお世話
になりした。本当に感謝申し上げます。
さて本日の卓話は、今月の会員増強および拡
大月間に因んで、会員強化委員会の高良委員長
がお話をされます。何とか全員で会員増強達成
に向けて頑張っていきたいと願っております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①公益財団法人ロータリー日本財団より「確定
申告用寄付金領収証」が届きましたのでポス
トにお配りしております。領収証の住所欄は
寄付者各人にてご記入下さい。なお、再発行は
できませんので大切に保管して下さいます様
お願いいたします。
②秋のライラ（初級・上級）開催のチラシをお配
りしております。
③青少年交換来日学生 マディさんのウエルカ

）内は会員総数を基準とした値

8月18日の出席率
79.67％
４週間前（7月21日）の
メークアップを含む出席率 88.33％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)
ムパーティーの出欠のご返事がまだの方は事
務局までお願いいたします。
④№1.2.7テーブル情報集会の出欠のご返事がま
だの方は事務局までお願いいたします。
⑤次週8月25日は岡部泰鑑ガバナーをお迎えし
てのガバナー公式訪問です。多数の会員のご
出席をお願いいたします。なお、11時から10Ｆ
「京都の間」にてガバナー公式訪問懇談会が
開催されます。関係各位宜しくお願いいたし
ます。
⑥次週例会終了後「9月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ にこにこ 箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝、シミコミのジュウリより
重里 國麿
誕生日自祝
内田 国雄
６ヵ月ホームクラブ皆出席を感謝して
二宮 秀造
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
福井 興
ホームクラブ皆出席自祝、シミコミのジュウリ
重里 國麿
６ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
中川 政照
６ヵ月皆出席自祝
南川 和茂
保倉先生、お世話になります。
髙松 貞彦
中川先輩、石田先輩、先日は大変お世話になり
ありがとうございました。
中野 格
陽明ＲＣ来訪に際し、中川さん、石田さん誠に
おつかれ様でした。
川原 和彦
台北陽明ＲＣ訪日に際し、皆様お世話になりま
した。
国際奉仕委員会
平成23
平成23年
23年8月18日
18日

合計金

60,000円
60,000円

累計金

531,000円
531,000円

☆☆ 先週（8
先週（8 月 18 日）の卓話 ☆☆
会員増強および拡大月間記念卓話
会員強化委員会
１．会員増強について
会員増強セミナーで、この２６６０地区におけ
る全クラブの過去５年間の会員数及び入会者数
の動向を分析した結果がグラフで示されました。
当クラブの場合、
退会者数にかかわらず平均して
年間４－５名の方に入会して頂くことが必要で
あるということになります。

二宮会長が今期掲げられましたように、会員増
強につきましては、会員の皆様お一人お一人が増
強委員長としてお取り組み下さいますよう是非
お願い申し上げたいと思います。
２．研修について
本日は、クラブ定款及びクラブ細則の比較的基
本的な内容を中心とさせて頂きます。
(1) クラブ定款の統一性
国際ロータリー細則 第2条
2.040. クラブによる標準ロータリー・クラブ定
款の採択
すべての加盟クラブは、標準クラブ定款を採択
しなければならない。
(2) 当クラブの理事とは？
定款 第1条 定
義
本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明
確に規定されない限り、次の意味を持つものとす
る。
1. 理事会：本クラブの理事会
3. 理事：本クラブの理事会メンバー
※理事会メンバー１５名全員が当クラブの理事。
(3) 当クラブの役員とは？
定款 第10条 理事および役員
第4節
役員
クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレク
ト、1名または数名の副会長、幹事、会計、および
会場監督（ＳＡＡ）とする。
※会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、
会計、およびＳＡＡが当クラブの役員。
(4) 出席規定
定款 第9条 出席
第1節
一般規定。
各会員は本クラブの例会に出席するべきもの
とする。
会員が、ある例会に出席したものとみなされる

には、その例会時間の少なくとも60パーセントに
出席するか・・（中略）・・次のような方法で欠
席をメークアップしなければならない。
(a) 例会の前後14日間。例会の定例の時の前14
日または後14日以内に、
(1) 他のロータリー・クラブまたは仮クラブの例
会の少なくとも60パーセントに出席。
(2) ローターアクト・クラブ、インターアクト・
クラブ等の例会に出席。
(3) RI国際大会、ロータリー地区大会、ロータ
リー地区協議会等に出席。
(4) 他クラブの例会に出席の目的をもってその
クラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、
当該
クラブが、
定例の時間または場所において例会を
開いていなかった場合。
(5) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトま
たはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に
出席。
(6) 理事会の会合、または理事会が承認した場
合、選任された奉仕委員会の会合に出席。
(7) クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の
参加が義務づけられた相互参加型の活動に参加。
＊会員が14日以上にわたり海外で旅行している
場合、会員が旅行中他国で例会に出席するなら
ば、メークアップ期間に拘束されない。このよう
な出席は、
会員の海外旅行中欠席した例会のメー
クアップとして有効とみなされる。
(b) 例会時において。例会のときに、
(1) 本節（a）項の（3）に挙げた会合の一つに出
席するため、適切な直行日程による往復の途次に
ある場合。
(5) メークアップすることができないような僻
遠の地で、地区、RI、またはロータリー財団の提
唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従
事している場合。
《(b)の他の項目は省略》
※上記(a)項(7)のメークアップは、例えば下記Eクラブにおいて可能です。
[1] http://www.e-club-sunrise.jp/index.html
・名称：Rotary E-Club Sunrise of Japan
・ホームページ上での参加時間は30分以上です。
[2] http://rotaryeclub2650japan.org/
・名称：日本ロータリーEクラブ2650
・議題に対して300文字以上～1,000文字以内で意
見等を投稿する必要があります。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・松花堂弁当

・デミコーヒー

－－紳士の料理教室－－

ル７階の「辻クッキングスクール」において、仲
村育子先生ご指導の「日本料理」で開かれます。
皆さんどしどしご参加ください。

当クラブ異彩の「紳士の料理教室」ですが、お
世話になっている辻学園の民事再生手続き問題
の影響を受けて、昨年１０月７日に第１４回目
を開催したのを最後に、長らく休止状態が続い
ていました。しかし、「株式会社ジャパンクッキ
ングセンター」（辻学園食産事業部）の吉岡範修
先生その他のスタッフのご努力で、今回久しぶ
りに開催することが出来ました。
８月１０日、新しくできた「ＪＲ大阪三越伊勢
丹」の地下２階にある「辻クッキング・大阪ス
テーション」に１２名が集い、吉岡先生の丹念な
講習に続き、電磁調理器付きのテーブルに３名
ずつが分かれ、中国料理「老酒漬け海老の蒸し前
菜」「ホタテ貝の炒め物」「牛ヒレ肉のステーキ
きのこ餡かけ」「焼き餃子」に挑戦し、周到な準
備もあったおかげで、全員上手に美味しく出来
上がりました。そのあと、自分たちで作った料理
に舌鼓を打ちながら、ビールや紹興酒をたしな
み、会話が弾み、本当に楽しいひと時を送ること
が出来ました。
次回は、１０月６日（木）に阪急ターミナルビ

－－青少年交換学生来日－－
本年度青少年交換受入学生、マデリン・マカ
ラァ（マディ）さんは、7月18日午後７時すぎ予定
通り関西空港に到着しました。ミズーリ州カン
ザスシティから20時間以上の長旅にも関わらず
元気な姿で現れ、出迎えの第１ホストファミ
リーの長谷川様ご夫妻、浅井副会長、副委員長山
本に習いたての日本語で挨拶をしてくれまし
た。
22日から大阪府立清水谷高等学校に通学をし
ます。約１年間、会員の皆様にお世話になります
がよろしくお願い致します。
青少年交換委員会

ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
７/14 残
高
８/18 受
入
現 在 高

279円
100円
379円

奉 仕 のののの理想

元京都 ＲＣ
作詞 前 田和 一郎

な りわ い

元東京 ＲＣ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉 仕 の理 想 に集 いし友 よ

みく に

御 国 に捧 げ ん 我 等 の生 業

くおん

望 む は 世 界 の久 遠 の平 和

め ぐ る歯 車 いや 輝 き て

とわ

永 久 に栄 え よ

我 等 の ロー タ リ ー

ロー タ リ ー

