
週　報　　D2640　SAKAI　EAST　ROTARY　CLUB

創　立　 昭和 47 年 4 月 25 日

例会日 毎週火曜日 12: 30 ～
例会場 〒 591-8025 堺市北区長曽根町 130 番 23 号

堺商工会議所2 階    Tel.072-258-5581

事務所 同上 4 階 Tel.072-258-1021 Fax.072-258-9189

第 2086 回例会　平成 27 年 7 月 21 日

№3　　通刊№2086
２０１５～１６

本日の例会

次回７月２８の予告

RC ソング「四つのテスト」

７月１１日（土）の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２６名

　出席免除者４名( 出席 4 名) 　本日の欠席者　　３名

　出席率 89. 66％　　　6 月 23 日の修正出席率 96.5 5％

2015-2016 年度　国際ロータリーのテーマ

          ＲＩ会長　　Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

世界へのプレゼントになろう

―１―

　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 5 ～ 1 6 年度　会長　吉澤　逸人

副会長　藤田　隆生

幹事　三重野正之

記録会報委員長　上松瀬　洋

「 四つのテスト」　
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか　

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

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

堺東ロータリークラブ

【 地区協議会報告 】

吉澤会長・三重野幹事

咲山ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長・市平雑誌広報委員長

　　　　　　　「我等の生業」ＲＣソング

会長の時間 吉　澤　会長

●本日は、ロータリー情報委員会が主催する IM

と、その後に親睦委員会が主催する会員親睦会

を開催して頂き、両委員長並びに両委員会の

方々ありがとうございます。

●ロータリーではIM という言葉が２つある事は

皆さまご存じだと思います。１つは、本日 開か

れる「インフォーマル・ミーティング」です。

日本語では「炉辺会合」とも言います。我がク

ラブでも「炉辺会合」と云っていた時期もある

ようです。このIM は、1935 年（昭和10 年）に

新入会員にロータリー情報を提供するために始

められたものだそうですが、その後、シカゴク

ラブがこれを取り入れて大きな成果を修めたこ

とから世界的に広まっていったようです。

通称「炉辺会合」と言われた集いは、「座談会」

「家族集会」「情報集会」などと変遷があり、現

在では、言葉そのものが「手続要覧」には記載

が無くなってしまいました。

実体としては、クラブによって様々な名称で集

卓話【 障がい者 高齢者の介護について 】

アシストワーク㈱福祉事業部マネージャー

浅野 剛男 氏（奥野会員代理）
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委員長報告

三重野　幹事幹事報告

吉澤会長／ロータリー情報委員会、親睦活動委

　　員会の皆様、ご苦労様です。

城戸会長ｴﾚｸﾄ／松永委員長はじめ親睦活動委員

　　会の皆様、会員の皆様、本日は宜しくお願

　　い致します。

三重野幹事／会員親睦会ご苦労様です。

江口会員／新年度の懇親会を祝して。

会が行われているようです。

炉辺会合は、新会員の同化、および会員間の親

睦と情報交換、そしてロータリーを推進するた

めに会員の自宅その他に少人数が集まって和や

かに自由討論する非公式な会合です。RI が使用

している略語は「IFM」となっているようです。

　もう１つのIM は「インターシティー・ミー

ティング」です。我がクラブも三重野年度にホ

ストクラブとして開催致しました。

日本語では「都市連合会」と云います。以前は

「IGF」や「ICGF」と呼ばれていた地区もあった

ようですが、1969 年の国際ロータリー理事会議

で国際ロータリー正式行事から除外され、それ

以降は、実施するか否かはガバナーの裁量に委

ねられることになり、その後「インターシティ・

ミーティング」と呼称変更され現在に至ってい

るようです。1998 年手続要覧からこのIM に関す

る記載も抹消され、先ほど「ガバナーの裁量に

委ねる」と申しましたが、これは、「ガバナーの

自由裁量権の下にあると解釈すべきであろう」

と言うことのようです。

●本日のテーマは「会員増強について」です。

今年度の大きな活動方針の１つですので、よろ

しくお願い致します。

■記録会報委員会／上松瀬 委員長■

本日配布予定の週報は、次回例会にて配布いた

します。

●例会変更

堺中RC ／7 月 29 日(水)→休会。8 月12 日(水）

　休会。

堺東南RC ／8 月13 日(木)→休会。8 月27 日(木)

　→同日　出雲大社大阪分祠にて。

にこにこ箱ＳＡＡ報告

橋本会員／大型IM, 新年度会員親睦会を祝して。

市平会員／本日のIM、親睦会、お世話になります。

今野会員／IM、会員親睦会、お世話になります。

上松瀬会員／親睦会の席が城戸会員の隣になり

　　ました。ラッキー。

小寺会員／親睦委員長、会員親睦会、IM ご苦労

　　様です。

北野会員／2015年～2016年度 IMと親睦会を祝し。

松永会員／IM と親睦会、皆様お楽しみ下さいませ。

宮園会員／IM, 親睦会、宜しくお願いします。

中村会員／吉澤年度 会員親睦会を祝して。松永

　　親睦委員長、親睦委員会の皆様ご苦労様です。

中野会員／IM のテーマに沿った話ができるか心

　　配です。

　　松永委員長はじめ委員の皆様、大変お世話

　　になります。楽しませて頂きます。

沼田会員／会員増強について、皆様についてい

　　きますのでご指導宜しくお願いします。

奥野会員／IM、親睦会、宜しくお願いします。

阪上会員／親睦、IM、ご苦労様です。

咲山会員／会員親睦会を祝して。

佐竹会員／松永委員長および親睦委員会の皆様

　　お疲れ様です。

芝山会員／親睦委員会、ご苦労様です。

高橋会員／松永さん、本日はお世話になりまし

　　た。本日は楽しませて頂きました。有難う

　　ございます。

寺山会員／ロータリー情報三重野委員長、松永

　　親睦委員長、本日はご苦労さんです。

戸松会員／会員増強についてのIM、皆様の意見

　　をお聞きし、今年度の増強に頑張りたいと

　　思います。

八百会員／松永委員長はじめ親睦活動委員会の

　　皆様、本日はお世話になります。有難うご

　　ざいます。
 累計　94,000  円

インフォーマル･ミーティング

テーマ：会員各位による２分間スピーチ

　　　　「会員増強について」
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会員親睦会

　只今より会員親睦会を始めさせて頂きます。

今日は梅雨の時期、暑い中にもかかわりませず、

大勢の皆様にお越し頂き誠に有難うございます。

主催委員会として大変うれしく思っています。

　難しくも有意義なIM が終りまして、さあ、こ

れから楽しい会話と美味しい御馳走、そしてカ

ラオケも準備してございますので、2 時間たっ

ぷり、暑さをブッ飛ばしてお楽しみ下さい。

         盛り上がってカラオケ大会

堺東RCの宝　咲山会員

まずは吉澤会長から!!

至宝の江口会員

活躍が期待される沼田会員

来期の会長

城戸会員と

元気なムー

ドメーカー

宮園会員

松永委員長と三重野ベテラン幹事 活躍が期待される

佐竹2世

息もぴったり松永委員長と芝山会員

実行力抜群の

中村会員
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7月29日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

7月29 日(水)堺中RC【ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ堺東】18:30

7月30 日(木)堺RC【ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼ ｪ゙ﾝｼｰ堺4階】12:30

7月31日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

8 月 11 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

8月12日(水)堺おおいずみRC【堺商工会議所3F】12:30

近隣クラブ例会変更

当クラブ／8 月 18 日は休会です

8月12 日(水)堺中RC【ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ堺東】18:30

8 月 13 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

8 月 13 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

8月14日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

8 月 18 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

8 月 27 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

ハイライトよねやま 184号　(7月13日発行）

2014-15年度寄付金結果―14億円を達成しました―

 2014-15 年度の寄付額は約14億1,500 万円で

した。前年度と比べて5.8％増（普通寄付金2.0

％増、特別寄付金7.5％増）、約7,700 万円の増

加です。寄付総額が2008 年度以来、6 年ぶりに

14 億円を超えました。個人平均寄付額も3 年連

続で15,000 円台を超える15,996 円となりまし

た。また、34 地区中24 地区が前年度の個人平

均寄付額を上回りました。会員皆様のご尽力に

深く感謝いたします。新年度も変わらぬご支援

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

個人平均寄付額の前年度比伸び率 TOP ３

１ 第2690 地区：126.5%

２ 第2640 地区：116.9%

３ 第2760 地区：116.2%

学友から3 人目のガバナーが誕生！

　第3520 地区（台湾）の2015-16 年度ガバナー

は米山学友の林華明さん（1984-86 ／東京世田

谷RC ／現：台北市東門RC

会員、ロータリーネーム：

Venture）です。同地区は

135 クラブ、5,800 人以上の

会員がいます。

ガバナーになった米山学友

は林さんで3 人目。林ガバ

ナーから日本のロータリア

ンへメッセージをいただきました。

「日本ロータリアンの皆様へ。台湾台北3520 地

区ガバナーのベンチャー林です。どうぞよろし

くお願いいたします。1984-86 年に慶應義塾大

学大学院で勉強していた際に、米山奨学金のお

陰で、無事に卒業ができました。その時の世話

クラブは、東京世田谷RC、カウンセラーは白山

さんでした。今でも白山さんご家族とは常に連

絡しています。日本のロータリアンの皆様に感

謝致します。米山奨学金から学んだ「施」と

「受」の「善の循環」こそ、ロータリー精神と思

います。今後とも皆様のご指導をよろしくお願

い致します」

ネパール大地震義援金についてのご報告

　当会が窓口となっているネパール大地震への

義援金には、第1 回締切の2015 年 6 月 22 日ま

でに総額11,897,515 円をお寄せいただきまし

た。お気持ちをいただいた皆さまへ心より感謝

申し上げます。

予想をはるかに上回るご支援をいただいたこと

により、ネパール米山学友会では新たな計画を

立て直すこととなりました。したがいまして、

本来、6 月末の年度内での送金を予定しており

ましたが、いただいた多くのお志を確実に使っ

ていただくためにも、ネパール米山学友会が今

後の現地ニーズに沿った新しい支援計画を策定

後、順次ネパールへ送金することといたしまし

た。何卒ご了承くださいますよう、お願いいた

します。なお、引き続きネパール大地震への義

援金をお受けし、8 月 31 日をもってネパール大

地震義援金の受付を終了します。

第1 回よねやまフォトコンテスト入賞者発表

　米山記念奨学会では「写真を通じてロータ

リー米山記念奨学事業の魅力を広く楽しく伝え

る」を目的に第1 回フォトコンテストを実施し、

米山奨学生・米山学友・ロータリアン49 人から

169 点の応募をいただきました。当会広報委員

会による厳正な審査の結果、下記の入賞作品が

決定しました。入賞者の皆さん、おめでとうご

ざいま

す！

（全入

賞作

品・選

評は当

会ＨＰ

でご覧

いただ

けます） 最優秀賞「心の叫び」


