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■ 卓話「ロータリーと私」    

国際ロータリー第2660地区 

IM第4組ガバナー補佐 

                            梅澤 喜八郎 様 

■ 今日の歌 

「日も風も星も」 

 

■ 例会後 

梅澤ガバナー補佐を迎えての 

クラブ協議会  

 

 

■ 9月17日（木） 

卓話    伊敷 正慶  

  

 

 

会員：61名（免除6名） 

先週（9/3)の出席者数：44名（1） 

ゲスト：2名  2004-05年度 

国際親善奨学生 西口 三千恵 様 

㈱リードネット代表 横田 岳史様 

出席率出席率出席率出席率：：：：78787878....57575757％％％％    

前々週（8/27）の修正 

HC出席：35(0)、MU出席：8(0) 

修正出席率修正出席率修正出席率修正出席率：：：：78.1878.1878.1878.18％％％％ 

 
               吉 﨑 会 長  

本日は、お忙しい中梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクトに置かれましてはクラブ訪問頂き、色々とご指導

いただきますこと、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い致します。会員の皆様は、せっかくの機会ですの

で、例会後の第三回クラブ協議会に沢山ご出席頂きますようお願い致します。 

 さて、その「クラブ協議会」について少しお話させていただきます。今回のクラブ協議会は第三回と申し上げまし

た。「あれ？今年度になってから始めてじゃないの？」と思う会員もいらっしゃると思います。実は、第一回目クラブ

協議会は昨年度の4 月23 日、新旧クラブ協議会として、第二回クラブ協議会は昨年度の6 月11 日、次年度のため

のクラブ協議会として開催されております。今回の第三回クラブ協議会は、ガバナー訪問の準備として開催されるも

のです。ガバナー訪問は、先週の岡田研修委員の話にもありましたが、本来はクラブごとに行われ、ガバナーから直

接クラブ運営等についてのご指導を頂く機会です。東大阪市をエリアとする5クラブで作る東輪会というロータリー

グループは、合同例会をガバナー訪問の機会としており、私たちは10 月1 日にシェラトン都ホテルにてガバナー訪

問をお願いする予定です。 

ガバナー訪問にてガバナーがクラブを指導すると言っても、各クラブの事情が分からなければ実施できません。その

ため、ガバナー訪問の3週間前までに、ガバナー補佐がそれぞれの担当クラブを直接訪問し、クラブの状況を確認さ

れます。その状況確認が、本日のガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会です。ガバナー補佐の梅澤様は、本日の

クラブ協議会の内容をまとめ、ガバナーに報告されることになります。つまり、今日のクラブ協議会の内容について、

10 月 1 日のガバナー訪問ではご指導いただくことになるのです。このことを良くご理解いただき、今日のクラブ協

議会を実り多いものにするためのご出席をお願いする次第です。皆様よろしくお願い致します。 

 

東大阪東東大阪東東大阪東東大阪東ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ事務局事務局事務局事務局 
〒〒〒〒579-8012    東大阪市上石切町東大阪市上石切町東大阪市上石切町東大阪市上石切町1-11-12    ホテルセイリュウホテルセイリュウホテルセイリュウホテルセイリュウ302 号室号室号室号室 
TEL:072-985-0189    FAX:072-985-0577    E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp     

創立創立創立創立：昭和：昭和：昭和：昭和40404040(1965)(1965)(1965)(1965)年年年年3333月月月月4444日日日日    

来週来週来週来週のののの例会予定例会予定例会予定例会予定((((9999////10101010)))) 今 日今 日今 日今 日 のののの 例例例例 会会会会    
先週先週先週先週のののの出席出席出席出席報告報告報告報告((((9999////3333))))        

会 長会 長会 長会 長 のののの 時 間時 間時 間時 間 

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

『『『『 素 直素 直素 直素 直 なななな 心心心心 でででで 、、、、 プ レ ゼ ン ト のプ レ ゼ ン ト のプ レ ゼ ン ト のプ レ ゼ ン ト の 喜喜喜喜 び をび をび をび を 分分分分 か ちか ちか ちか ち 合合合合 お うお うお うお う 』』』』    

Club Weekly Report  2015-9-10  No.2449 

9月は月は月は月は 
「基本的教育と「基本的教育と「基本的教育と「基本的教育と 
    識字率向上月間」識字率向上月間」識字率向上月間」識字率向上月間」 
                とととと 
「ロータリーの友」「ロータリーの友」「ロータリーの友」「ロータリーの友」 
    月間です月間です月間です月間です 



 

 

                 

        氏  名  梅澤 喜八郎 

（東大阪西ＲＣ） 

        生年月日  1938年4月18日 

        職  業  ㈱ウメザワ 

 

 

 

ロータリー歴 

1988年5月 東大阪西ＲＣ入会 

1994年～1995年 幹事 

1999年～2000年 会長 

2011年～2012年 地区ローターアクト委員長 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

米山功労者（マルチプル） 

 

 

 

大 橋 幹 事 

本日は、梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐エレクト、

ようこそお越し下さいました。梅澤ガバナー補佐、本

日卓話を宜しくお願い致します。又例会後のクラブ協

議会ではご指導賜ります。宜しくお願い致します。 

≪これからの予定≫ 

【１】本日例会後、梅澤ガバナー補佐を迎えての第3 

回クラブ協議会 

【２】9/13（日）鶴見区民まつり（青少年交換学生エ 

リナさん出席） 

【３】9/19（土）第1回青少年奉仕・ローターアクト

正副委員長合同会議（一由青少年奉仕委員長出席） 

≪連絡事項≫ 

【１】本日例会後、梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補

佐エレクトをお迎えしてのクラブ協議会です。 

多数のご出席宜しくお願い致します。 

活動計画書をご持参下さい。 

【２】12/4（土）12/5（日）地区大会の参加申込書 

を配布しております。各自ご記入の上、事務局迄 

ご提出をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 吉川千登勢 君 

 

    

    

◎◎◎◎国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会                                    三宅委員長三宅委員長三宅委員長三宅委員長    

タイ・ヤンナワＲＣと共同提唱しているプロジェクト

に対する今年度グローバル補助金が決定したので進捗

状況を報告します。 

          今年度            昨年度 

グローバル補助金 5,000ドル          20,000ドル     

地区補助金    5,000ドル          20,000ドル 

クラブ拠出金   2,000ドル 

＋5％（100ドル） 2,000ドル 

グローバル補助金 1,000ドル        1,000ドル 

                                   13,100ドル        43,000ドル 

5％の説明…ロータリー財団本部の資金安定確保の為

現金拠出の場合協力金5％を出すことが決定 

され今期７月１日より実施されています。 

ヤンナワＲＣよりの要請があり次第支払いが実行され

ます。 

2016ロータリー国際大会韓国ソウル（2016年5月

28日～6月1日）への参加出欠のアンケート調査を実

施します。 

世界中、日本中から多くの方々が参加されるのではな

いかと推測されます。そこで宿泊ホテル・航空便・韓

国内でのバス等を早くから確保する必要がある為、調

査をさせて頂きます。ご協力よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

2015201520152015 年年年年9999 国際基督教大学国際基督教大学国際基督教大学国際基督教大学（（（（ICUICUICUICU））））ロータリーロータリーロータリーロータリー平和平和平和平和フェフェフェフェ

ローローローロー第第第第 14141414 期生期生期生期生オリエンテーション・オリエンテーション・オリエンテーション・オリエンテーション・歓迎歓迎歓迎歓迎パーティーパーティーパーティーパーティー    

報告報告報告報告    

第3ゾーンロータリー財団コーディネーター補佐 

                   溝畑正信 

 9 月5 日（土）東京・学士会館で開催された標記の

会合に参加しました。 

今期、インド1名（女）、アメリカ3名（女2、男1）、

オーストラリア2名（女2）、イギリス1名（男）、マ

レーシア1名（女）、バングラデシュ1名（男）、デン

マーク1 名（女）の計10 名が国際基督教大学大学院

修士課程で、国際関係、持続可能な開発、平和研究、

紛争解決の分野の修士号を取得するコースで学びます。

ロータリー平和センター提携大学は、オーストラリ

ア・クイーンズランド大学、日本：・国際基督教大学、

スウェーデン・ウプサラ大学、英国・ブラッドフォー

ド大学、米国・デューク大学とノースカロライナ大学

チャペルヒル校、それに3か月の短期のタイ・チュラ

ロンコーン大学です。 

    幹 事幹 事幹 事幹 事 報報報報 告告告告    

梅澤梅澤梅澤梅澤ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐ごごごご略歴略歴略歴略歴 
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委委委委    員員員員    会会会会    報報報報    告告告告    

 



2002 年、ロータリー財団は、平和および紛争解決の

分野における国際問題研究のためのロータリー・セン

ター（ロータリー平和センター）を創設しました。 

ロータリー平和フェローは、各自のキャリアや社会生

活を通じて、国内外での協力、平和、紛争解決を推進

するリーダーで、世界平和に大きく貢献できる能力を

備えた人がフェローとして選ばれます。 

2660 地区からの平和フェローは今まで、寺西悦子さ

ん一人のみです。2005-07年にクイーンズランド大学

のロータリー平和センターで学び、現在は国際移住機

関（International Organization for Migration）でプロジェ

クトマネジャーを務め、ケニアのナイロビで危機対策

ユニットを率いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-15国際親善奨学生 西口三千恵 様 

（プノンペンメトロＲＣ所属） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㈱リードネット 横田岳史 氏 

水の浄水器実証試験モデルの設置が行われました。 

 


