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本日の例会第

2112 回

会長の時間

4日

4月

３月２８日
佐藤

◇ソング「君が代・奉仕の理想」
◇月間卓話 「海外経験談」
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：公益法人ｱｼﾞｱ協会ｱｼﾞｱ友の会
常任理事 橋本 隆氏
担当：郷木会員

副会長

３月も終わりということで、ようやく暖かくなって
まいりました。今日からはいよいよプロ野球も開幕
します。
また、明日には、次年度会長としてＰＥＴＳに行っ
て参ります。

今

週

の

動

突然ですが、最近、私は、地球の生い立ちについて

き

興味をもっておりまして、その種の本を読んでおり
4/6（土）第６回派遣候補生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
矢野 夏美さん
4/8（火）次年度米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
樋上会員

ます。現在、人類の英知によって、どこまでわかっ
ているのでしょうか。
地球の年齢は４６億年とされています。これは、ウ
ランなどの放射性元素が、一定の期間で半分の量が
別の元素に変化する性質を利用して計算されたもの

次週例会予定

月

4

◇花見例会
於：万博記念公園

11 日

です。
４６億年前に太陽が誕生した後、太陽の素材になら

日本庭園
親睦委員会

ずに余ったちりやガスが太陽のまわりで集積し微惑
星となり、さらに原始惑星を経て、惑星へと成長し
ました。
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この過程で、数えきれないほどの衝突と合体を繰り
返したと考えられています。
こうしてできた原始地球は、表面を１２００℃のマ
グマオーシャンにおおわれていたと考えられていま
す。
これが、今私たちの住む現在の地球になるにはまだ

４名

まだ多くのプロセスを経るのですが、今日はここま

席

でとさせていただきます。

率

８１．８２％

幹事報告
1.

北畑

幹事

次週例会後、理事会を開催致します。

2. 本日例会後ガバナー補佐、ガバナー補佐エレク
トとの懇談会がございます。ご出席を予定され
ている方はよろしくお願い致します。
3. ソウルのＲＣより色紙が届きましたので、回覧

本日のゲスト
国際ロータリー第2660地区 第2組
ガバナー補佐 井上 義信 氏（吹田RC）
国際ロータリー第2660地区 第2組
ガバナー補佐エレクト

簡

ゲストスピーカー：国際ロータリー第2660地区
会員研修委員会委員

させて頂きます。
詳細な放送時間をお知りになりたい

岡田

耕治氏

（東大阪東RC）

4. ラジオ大阪「あなたのそばにロータリー」の
お知らせ

仁一氏（茨木RC）

米山奨学生：

チャン・フォン・ダンさん

方は事務局までお声掛け下さい。
5. ロータリー情報冊子のご案内
申込用紙は受付にございますので、購入希望の
方は受付のボードにご記入ください。
6. 家族親睦旅行にご参加の方の集金袋をメール

国際ロータリー第2660地区 第2組
ガバナー補佐 井上 義信 氏（吹田RC）
皆さんこんにちは。今回の訪問は会長・幹事懇談

致します。

会で管部の現況を教えて頂くためです。

ールボックスに集金袋をお入れしていますので
よろしくお願い致します。
4/1（火）午後は事務局休業とさせていただき
ますので、よろしくお願い致します。
9.

ご挨拶

ボックスにお入れしています。よろしくお願い
7. ２０１３年手続き要覧をお申し込みの方のメ

8.

第３回クラブ訪問

まだ期中ではありますが、ガバナー補佐の務めと
して、会員の増強、教育、奉仕プロジェクトの実
施、ロータリー財団の寄付、地区会議の出席状況
を把握し、ガバナーに報告書を提出することにな
っています。

週報１ページ目左上の「本日の例会」の回数が
2/14～3/14 まで間違っていました。正しくは

私はガバナー補佐として、各クラブを訪問させて

2107（2/14）～2110（3/14）です。申し訳あ

いただき、どのクラブもクラブ管理や奉仕事業に

りません。修正したものを HP にアップして

工夫を凝らしておられるのを知りました。また、

おりますので、恐れ入りますがご確認お願い
致します。
10. 例会変更のお知らせ

多くの皆さんとの接触を通じてロータリアンの交
流の素晴らしさも、体感することができました。
今期の訪問はこれで最後となりますが、毎回温か
く迎えていただきありがとうございました。

★高槻ロータリークラブ
例会変更：2014 年 4 月 9 日（水）12：30～
於：たかつき京都ホテル

その上、地区の申し合わせ事項とはいえ、ニコニ
コもビジターフィーも出さず、食事をご馳走にな

移動例会：2014 年 4 月 16 日（水）観桜親睦会

るばかりで、恐縮しています。

★茨木ロータリークラブ
2014 年４月２日（水）→

４月５日（土）

家族親睦観桜会による移動例会の為
★吹田西ロータリークラブ
例会休会：214 年３月３１日（月）

来期のガバナー補佐は茨木ＲＣの簡さんです。彼
は地区活動の経験も豊かで、ロータリーについて、
造詣の深い方だと思います。私同様よろしくお願
い致します。

例会変更：2014 年４月７日（月）18：00～

摂津ロータリークラブさんの益々のご発展をお祈

於京都「松山閣

りして、ご挨拶とさせていただきます。

松山」（春のお花見例会）

尚、いずれもビジター受付はしておりませんの
でご了承下さい。

§その他

飯室会長

稲垣会員の病状報告を致します。
先日無事、退院され例会にも徐々に参加される
ご予定とのことです。
§米山奨学委員会

東谷

委員長

飯室会長より奨学生のチャン・フォン・ダン
さんへ終了の記念品贈呈がありました。

ご挨拶

チャン・フォン・ダンさん

米山奨学生のチャン・フォン・ダンさんより
お別れのご挨拶がありました。
委員会報告
§新世代委員会

茶橋

委員長

９月より交換留学生受け入れが決まりました。今後
色々な行事があるかと思いますので、ご協力よろしく
お願い致します。
交換留学生：ＮＹ在住 ボーハン・スミス・パワーズ君
§ゴルフ同好会

秋山

委員長

<摂津 RC 飯室会長杯最終ゴルフコンペのご案内>
日時：平成２６年５月２８日（水）
アウト・イン同時スタート
場所：関西カントリークラブ
亀岡市西別院町柚原東深谷 9
会費：13,900 円（キャディー付 食事付限定）
1,000 円（ロータリーコンペ参加費）

卓話：ﾛｰﾀﾘｰ勉強会「真のﾛｰﾀﾘｱﾝになるには」
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：東大阪東ＲＣ

岡田氏

（RI 第 2660 地区会員研修委員会）
担当：辻井会員

3,500 円（連盟杯ゴルフ参加費）
競技方法：ロータリーゴルフコンペはリペア方式

本日は、今年度「ロータリー勉強会」最終回と

＊当日プレー終了後連盟杯成績発表と懇親会があ

いうことで、地区会員研修委員会の岡田氏をお

ります。ロータリーの成績発表は 5 月 30 日の例会で

招きしました。ご静聴よろしくお願いたします。

行います。

又前回の勉強会のアンケート結果をメールボッ
クスにおいれしていますので、ご高覧下さい。

ニコニコ箱

飯室会長：３月１３日

食同好会で北畑さんに大

変お世話になりました。
郷木会員：暖かくなって来ました。ニコニコ箱も
会員全員で暖かく、目標達成させまし
ょう！
東谷会員：いい天気で気持ちがいいです。
ゲストスピーカー：東大阪東ＲＣ

岡田氏

神田会員：春です。うぐいすの声が聞けて！

本日はお招きいただきありがとうございます。
「真のﾛｰﾀﾘｱﾝになるには」ということで、地区研
修委員会が各クラブに出して頂いたアンケート
の集計結果を一部抜粋してお伝えいたします。

我が家も春満開です。
北畑会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エ
レクトにお越しいただきまして。
國澤会員：良い季節になりました。

（８３クラブの集計）

望田会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エ
●活性化を損なう事例（各項クラブ数）

レクトをお迎えして。

会員数の減少

20

チャン・フォン・ダンさんの今後の活

委員会活動のマンネリ化

12

躍を心より期待して。

新入会員への教育不足、意欲の低下
ロータリー精神の欠如

11

既存会員の意欲の低下、ロータリー精神
の希薄化

9

佐藤会員：井上ガバナー補佐、簡ガバナー補佐エ
レクト、岡田会員研修委員会委員をお
迎えして。

気骨ある会員の高齢化

9

辻井会員：地区会員研修委員会より岡田さんにお

例会のマンネリ化

5

越しいただいてありがとうございま

古い会員と若い世代の交流・伝承の欠如
世代間の断絶

す。
5

横田会員：フォン君の卒業と就職をお祝いして。

●より活性化する為に必要なこと
ロータリー精神の再認識、再注入

18

委員会活動の活性化

18

奉仕活動への積極的な参加の機会づくり

16

例会の活性化

15

親睦活動の活性化

13

地区内外他クラブとの連携

9

ニコニコ累計

運営委員会会報担当

８５４，９１５円

枠内は今回担当者

西 田 会 員

青 木 会 員

安 藤 会 員

國 澤 会 員

益 田 会 員

宮 田 会 員

