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会長挨拶
会長

青少年奉仕月間

西田 末彦

2019年5月9日
第1244回（本年度 第40回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話

青少年奉仕委員会
クラブフォーラム
「こどもの未来を考える
〜こども食堂の実践から〜」
担当：北村 讓 委員長
講師：にしなり☆子供食堂
川辺 康子 代表

●テーブルミーティング
テーマ「こども達の置かれている現
状を踏まえ、今、大人が出来ること」

次回 5/16 のお知らせ
♬SONG 「花」
:
●卓話 終末期における歯の付き合い方
金森 市造 会員
■第12回6月度 新旧合同理事会
13：40〜 サファイアルーム

本日はガバナー補佐エレクトとして、北村 讓会員が来られておられま
す。
また後ほど挨拶をして頂きたいと思います。
さて今日は、先ほど大阪東RCさんとインターアクトクラブの打ち合わ
せをしてきました。
と言う事で少しインターアクトクラブについてお話
をしたいと思います。
インターアクトクラブは世界159ヵ国、20,000以

■5月30日
（木）栗山会員の卓話です。
上のクラブ数、会員は460,000人以上おられます。

ご準備、宜しくお願い申し上げます。

2660地区は11クラブで、
日本の場合中学・高校のク

地区委員会、
その他の報告です。

ラブ活動としての存在が多く、主な目的はボランティ

■「姉妹クラブ台北福齢RC創立21周年記念祝賀会」

ア精神を身に付ける、
リーダーシップを身に付ける、
国際感覚を身に付ける等々です。
私共大阪中之島RCは25周年記念事業として、
大阪東
RCさんと共に開明中学・高校を共同提唱致しました。
予算は年間約60万円で大阪東RCさんと折半です。
今
のところ地域社会での社会奉仕事業と毎年8月上旬
に行われる海外研修が主な事業です。今年の海外研
修はタイで行われる予定で中之島RCからは檜皮会
員と藤本会員が引率で行かれる事になっております。
まだ出来て2・3年ですからそんなに多くの事業はし
ておりませんが、
これからは沢山の奉仕事業をされる
と思いますので、その時は中之島RCの皆さんもご協
力宜しくお願い致します。

■「IM6組ロータリーデー」
ホスト：大阪大手前RC
日程：5月11日
（土）13：00〜16：50
場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター
（ドーンセンター）
■「IM6組フレッシュロータリアン研修交流会」
ホスト：大阪中之島RC
日程：5月11日
（土）17：30〜20：00
場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター
（ドーンセンター）
■「国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会
総会」
日程：5月19日
（日）17：30〜20：30

幹事報告 (4/25)
2018-19年度第1243回（第39回例会）

日程：4月27日〜4月29日

会場：ヴィアーレ大阪
幹事 藤本 淳司

■本日は井本会員の卓話です。
宜しくお願い申し上げます。

2階 安土の間

■「第2660地区 2019-2020年度のための会員増強
セミナー」
日程：5月25日
（土）13：00〜16：00

■5月2日
（木）休会です。

会場：大阪YMCA

■5月9日
（木）青少年奉仕委員会フォーラムです。

会長エレクト、次年度幹事、次年度会員増強委員

北村讓委員長、
ご準備、宜しくお願い申し上げます。
■5月16日
（木）金森会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願い申し上げます。
■5月23日
（木）職業奉仕委員会の移動例会です。
池田市「カップヌードル ミュージアム」
で見学体験
研修を予定しております。
現地集合で11：00に
「かごの屋、池田市役所前店」
です。

2F 大ホール

長、
ご出席を宜しくお願い申し上げます。
■「大阪大手前RC・大阪中之島RC合同ゴルフコンペ」
日程：5月26日
（日） スタート7：44〜
場所：オリムピック倶楽部

MY ROTARYについて〜その活用例と効果〜

井本 万尋 会員
のシステム構築の為使用されています。
③ 2 0 1 7 - 2 0 2 2（ 5ヵ年 ）地 区ビジョン に M Y
ROTARY登録率65％、
クラブセントラル75％を
目指します。現在4月の時点で60.9％まで地区
の登録率が上がってきています。
2つ目はMY ROTARYには3つの機能があります。
【クラブセントラル】
クラブの計画を立てて進捗を確認し、目標を設
定する。それにより、過去5年間の会員数、男女
昨年度より、広報・情報・公共イメージ向上委員会に

比、年齢、
プロジェクト、年次基金寄付等が確認

出向しております。本日お話させていただく内容とし

できます。
また地区・ゾーン・全世界の数字・達成

まして、MY ROTARYについて〜その活用例と効果〜

状況を閲覧することも出来ます。

をお伝えしたいと思います。

【ロータリーショーケース】

ではまず、早速ですがなぜ「MY ROTARYが必要なの

ロータリアンが奉仕プロジェクトをロータリー内

か？」
について話してみたいと思います。

外に広く紹介するためのオンラインツールです。

①世界各国にはたくさんのロータリークラブがあり
各ロータリークラブにとって今後ますます必要
になってくる環境になる。
ということです。世界に
は130か国3万5,000ものクラブがあり、その平

毎日世界中の地域社会で何千もの奉仕プロジェ
クトがロータリークラブによって行われています。
それを共有することが出来ます。
【ブランドリソースセンター】

均は1クラブ20名です。当然事務局がないクラ

パンフレット・チラシ・ロゴなどの素材をダウン

ブもあり、世界を通じて連絡・情報の共有してい

ロードすることが可能となっております。
クラブ

くにはオンラインシステムやオンラインツールを

で資料を作るときに、
またロゴを使ってTシャツ

活用していく必要があるからです。

や帽子などの作成に役立ちます。

②また、国際ロータリーも事務局のないクラブの寄

本日は短い時間でしたが少しでもMY ROTARYを開

付情報や会員数、
どのような奉仕事業をしてい

いてみようかなと思っていただければ幸いでござい

るのか等を把握するためクラブからの情報を集

ます。
また、MY ROTARYを常に開くのにはメールアド

約するためシステムの構築を致しました。皆さん

レスとパスワードを確認する必要がありますので再

の会費の中にあるRI人頭分担金もMY ROTARY

度ご確認ください。

北村（讓）
ガバナー補佐エレクトがお見えになりました。

フレッシュロータリアン研修交流会について
村橋実行委員長が説明をされました。

台北福鈴ロータリークラブ21周年記念パーティーに参加して

国際奉仕委員会 戸田 佳孝 委員長

参加者：西田会長夫妻、藤本幹事、安達会員、檜皮会員、植屋夫妻、戸田（国際奉仕委員長）
4月27日から29日の日程で訪台しました。27日午前
7：30に関西国際空港に集合しました。午後3時に
オークラホテルにチェックインしましたが、4：30に記
念撮影をするとの事で慌てて会場の花園飯店に向か
いました。西田会長をはじめとして大阪中之島ロータ
リークラブのメンバーは大歓迎を受けました。
いつものことながら台湾の宴会ではお酒は赤ワイン
しか出ませんでしたが今回のメンバーにはよく気が
きく藤本幹事がテキパキお替りをしてくれたおかげ
と会場での滞在時間が5時間以上に及んだため七人

でワインボトルを約十本あけました。
翌28日の夕食は上海料理新葡苑で福鈴ロータリー
クラブのメンバー主催の歓迎会が行われました。
その席でCP Henryさんから今年7月に行われるモン
ゴルへのドクターカーの寄贈事業の説明がありまし
た。福鈴RCからは家族も合わせて三十人以上が参加
すると僕は聞きました。台湾のロータリークラブに対
する情熱を見習わなけれどならないと感じた今回の
訪台でした。

tulations!
Congra
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ニコニコBOX

西田：本日の卓話、井本さん、宜しくお願いします。
ちなみに本日は平成最後の例会となります。ニ
コニコ
木村：井本さん、卓話宜しくお願いします。
藤本：井本会員、本日は卓話宜しくお願いします。
村上：井本さん、卓話楽しみです。ニコニコ
北村（讓）
：次年度ガバナー補佐訪問です。
よろしくお
願いします。

早瀬会員が米山奨学委員会より「第２6回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

戸田：中学校に検診に行くため途中退席します。すみ
ません
吉田：ニコニコ

本日のメニュー

高島：胃、大腸検査無事でした。ニコニコ
嶽下：ニコニコ
辻（義）
：ニコニコ
上山：10連休ですね！
杉村：ぽかぽかですね！
井本：本日卓話です。宜しくお願いします。
上瀬：10連休ですね、大変です。ニコニコ

本日合計 : ￥30,000
累

ライトミール
ちらし寿司

桜豆腐

計 : ￥1,917,501

吸物 コーヒー

5月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
北村 讓 ［ 5 日］
前田 隆司 ［ 8 日］
嶽下 勇治 ［ 9 日］
木村 眞敏 ［19日］

●結婚記念日
木村 眞敏 ［ 1 日］
上瀬 匠 ［ 5 日］
津崎 慶一 ［ 8 日］
山本 肇 ［25日］

●事業所設立記念
西田 末彦
株式会社ニシダ［昭和40年］
辻 義光
株式会社マトリックス［昭和60年］
戸田 佳孝 （医）貴晶会 戸田リウマチ科クリニック
［平成10年］
北村 薫 株式会社センターハーフ［平成26年］

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

35名
6名
0名
28名
7名

出席率
4月4日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
80.00 %
97.14 %

●メイクアップ
栗山 博道
辻 義光
満村 和宏
佐賀野 雅行

4 月13日
4 月13日
3月 6日
3月 6日

地区研修・協議会
地区研修・協議会
春の家族会
春の家族会

0名
0名
0名
0名

