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ロータリ財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

次週（１１月８日）のお知らせ

１）例 会
１）例 会 （2449回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
２）ソング
３）ソング
君が代・奉仕の理想
３）卓 話
４）卓 話 ロータリー財団月間記念卓話
「世界でよいことをしよう
～我々が支え、我々の活動の
土台となる財団補助金～」
地区ロータリー財団委員会
資金管理小委員会 委員長 曉 琢也 様
国際奉仕委員会
５）記念写真撮影

☆☆ １１月度のお誕生日 ☆☆
14日 勝見 茂
17日 川原 和彦
19日 田邉 三郎
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
１０月２０日（土）秋の家族会が行われました。
道楽亭で落語を間近で聞き、広東料理の名店の
オーパスワンでランチを頂きました。総勢31名の
参加を頂き内6名がお子様でした。間近で聞く落
語は迫力がありましたし、何より驚きましたの
が、お子様が枕ではなく演目の中で声をあげて
笑っていた事です。オーパスワンの料理は本当に
美味しく紹興酒は絶品でした。今井親睦委員長は
じめ親睦委員の皆様楽しくて有意義な家族会を
有難うございました。
１０月２１日（日）米山奨学生レクリエーション
が開催されまして奨学生の田さんは宝塚観劇、懇
親会には田さんと福原カウンセラーに出席いた
だきました。

（2450回）
友と呼べるのは
創立51周年記念卓話
「四方山話」
郡 悦清

会員

１０月２３日（火）大輪ゴルフ会が西宮カント
リー倶楽部で行われ木川会員、平尾会員、箕村会
員、小寺会員が参加されました。
ロータリー財団より私にベネファクター認証状
と記章が届いておりますことをご報告させてい
ただきます。
本日午前中に指名委員会が開催され、クラブ細則
第１条第１節（２）に基づきまして２０１９－２
０２０年度の理事・役員の候補者の指名が行われ
ました。次々年度会長候補者は永田秀次会員、次
年度の候補者は、副会長候補者は石田道夫会員。
幹事候補者は中島清治会員。会計候補者は阪本宗
久会員。
理事候補者は、
職業奉仕は末澤正大会員。
社会奉仕は荒木幾夫会員。青少年奉仕は吉村圭太
会員。国際奉仕は森本成俊会員。会員強化組織は
寺杣晃一会員です。
なお、立候補される会員ならびにご推薦される会
員の方がおられましたら、１１月１５日（木）の
例会前までにお申し出下さい。
なお、本年度のクラブ年次総会（次年度理事・役
員選挙）は、１１月２９日（木）の例会後に開催
する予定です。

☆☆ 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

☆☆

２名
０名
０名
０名

会員総数
51名
会員出席
33名(42名)
出席規定適用免除 20名
会員欠席
9名

幹 事 報 告

☆☆

①11・12月卓話予定者表をお届けしております。
担当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者
を事務局までご連絡お願いいたします。
②新入会員歓迎会のご案内を先日メール・FAXに
てお送りしております。多数のご参加をお願
いいたします。
③№3.6テーブル情報集会、№4.7テーブル情報集
会のご案内を本日お配りしております。
④地区大会出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
⑤次週例会終了後に記念写真撮影を行いますの
で宜しくお願いいたします。
⑥本日例会終了後「11月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆

11 月度理事会決定事項

☆☆

・青年功績賞授与式の決算を承認
・秋の家族会の決算を承認
・11月青少年卓話者に例年通り1万円ずつの図書
券を渡すことを承認。
・次年度地区出向者として、ローターアクト委員
会に仲西会員、社会奉仕委員会に箕村会員を承
認。
・クリスマス家族会の大枠のスケジュール、予算
を承認

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

10月25日の出席率
78.57％
４週間前（10月4日）の
メークアップを含む出席率 90.91％
メークアップ実施会員
2名（欠席者6名)
車損害賠償保障法によって、全ての自動車およ
びバイク(原付)等の自動車は、
契約が義務づけら
れ、加入していないと運行できない事になって
いる強制保険です。我が国の自動車事故被害者
救済制度の根幹をなす制度であります。
我が国の自動車損害賠償保障制度は西欧諸
国、特にドイツにおける「道路交通法」等の制度
を規範としており、
１９５５年(昭和３０年)５月
の第２２回国会に提出され２ヶ月以上にわたる
国会審議を経て法案が成立し、同年７月２９日
に自動車損害賠償保障法が公布され、８月から
翌年２月にかけて６段階にわけて施行されまし
た。時の主務大臣は第２次鳩山一郎内閣の運輸
大臣三木武夫様でした。これにより、自動車事故
による被害者保護に万全を期そうとする画期的
な制度として自動車損害賠償責任保険がスター
トしたのです。
１９５５年の創設以来、半世紀以上にわたり、そ
の重要な機能を果たしてきております。その間、
制度の基本的な構造は維持しつつ、時代の要請
に応じて、多くの必要な制度改正がされてきま
した。

☆☆ 新入会員紹介 ☆☆
にのみや

敬称を略す

荒木さん卓話楽しみです。
在本 茂
荒木さん本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
家族会楽しかったです。有難うございました。
寺杣 晃一
秋の家族会ありがとうございました。子供も妻
も大変よろこんでました。
箕村 保
先週土曜日の秋の家族会多くの方に参加頂き有
難うございました。
親睦活動委員会
中川会員先日は大変お世話になりました。お蔭
で幸せな時間を持てそうです。
石田 道夫
平成30年10月25日
合計金
20,000円
累計金
951,000円

☆☆ 先週（10 月 25 日）の卓話 ☆☆
「自動車損害賠償責任保険について」
荒木 幾夫 会員
いわゆる自賠責保険で、正しくは、自動車損害
賠償責任保険です。
そもそも自賠責保険および自賠責共済は、自動

あきひさ

氏

名 二宮 彰久
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職業分類 不動産管理
事 業 所 梅田旭土地株式会社
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06-6371-7800
06-6373-0285
代表取締役
井戸 幹雄・橋本 守之・田邉 三郎
平成30年11月1日

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
和風茸スープ、生姜風味
チキン南蛮、ポテトサラダ、トマト、胡瓜、
レタスシフォナード、タルタルソース
梨のコンポート、柚子のゼリー
コーヒー又は、紅茶
バゲット、クルミ入りソフトロールとバター

