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話 「 上級ライラを受講して 」
株式会社ビケンテクノ

石飛

誠

様

今週の歌「我等の生業 」
先週内容

会長挨拶

青木会長

先週金曜日、新旧会長幹事会がホテル阪急エキ
スポパークにて開催されました。当クラブからは、
新井ガバナー補佐をはじめと致しまして、4 名に
て出席して参りました。その席には立野純三ガバ
ナーと樋口信次地区代表幹事も来られていまして、
IM 再編成・ガバナー補佐選出方法などについて、
説明されました。
IM 再編成の目的についてはこれまでの歴史背景
を解説した資料に基づき説明され、今後の IM 再
編成の骨子と進め方についても言及され、具体的
には立野ガバナーから山本ガバナー・ノミニ―・
デジグネートまでの「地区戦略計画小委員会」で
骨子を固め、理論武装を行ったうえで、地区戦略
計画委員会・ガバナー補佐会議・ガバナー補佐エ
レクト会議・IM 会長幹事会・諮問委員会で意見を
伺い、2016 年 5 月 21 日に開催する「地区 RI 規
定審議会報告会」で IM 再編成案を提示し、2016
年 9 月 24 日に行う「2015−16 年度地区決算審
議会」で新しい IM 再編成・ガバナー補佐選出方
法を決定する方針を述べられました。

そしてガバナー補佐選出方法につきましては、
輪番制から指名委員会による選出へ変更するとい
うことです。
その後新井ガバナー補佐が国際ロータリー第２
６６０地区 IM 再編成戦略計画委員会案をご覧に
なりながら「皆さん良かったですね。IM2 組は 12
クラブそのまま残って、大阪東淀ちゃやまち・. 大
阪淀川・新大阪ロータリークラブが新たに加わっ
て、15 クラブになっただけで済んで、本当に良かっ
たですね。そして新たに入ってこられる大阪市内
の 3 クラブも親子クラブと聞いています」とご挨
拶され、その後 12 クラブの現況報告がございま
して、当クラブの現況を 3 分間で述べて参りまし
た。
この後、今週土曜日からのソウルでの国際会議
に出席するメンバーの結団式を団長の新井ガバ
ナー補佐にお願いしています。
以上です。

幹事報告

荻田幹事

1. 本日、例会終了後、次年度クラブ協議会を開催
しますので、ご関係者の方は、お集まりください。

ソウル国際大会訪問団団結式

団長 新井清パスト会長

ロータリー親睦活動月間
次週 第1618回 例会予告
卓

平成28年6月6日

話 【同好会報告】
野球同好会
清水 大吾 会員
グルメ同好会 伊藤 泰充 会員
【１年間の総括】
職 業 奉 仕 橋本 徹也 理事

青木会長のご指名を受け、団長となりました新
井です。
ただ皆様について行こうと思っておったところ、
ご指名を受けました。ロータリーの慣習でもあり

ます、ご指名を受ければ、お受けするということ
に従いました。
前におります会員と私の家内を含めた 9 名で 5
月 28 日より行ってまいります。
新井団長・新井会員ご夫人・青木会長・荻田幹事・
家村会員・石崎会員・木田会員・榎原会員・木下
会員

出席報告

出席委員会 澤井委員長
●会 員 数 49名 ●来
客
0名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 88.37％
●4月25の出席率（メーキャップを含む） 100％

社会奉仕委員会

榎原委員長

第 66 回「社会を明るくする運動」への参加協
力が来ております。
7 月 1 日 7 時 45 分から 8 時 15 分まで駅前にて
啓発用ティッシュの配布、翌 2 日 13 時 30 分から
16 時までメイシアター中ホールにおいて市民集会
があります。
資料回覧しますのでご協力よろしくお願いします。

国際奉仕委員会

木田委員長

例会後に、世界大会の打合せを行います。

ニコニコ箱

大藤副ＳＡＡ

◆澤井会員：結婚記念日のお花ありがとうご
ざいました。
◆田中会員：瀧川さん、家村さん、木下さん、
榎原さんに大変お世話になりました。
◆高木会員：米山委員長を仰せつかり、５月
からはテイカイランさんも来られ、活気付い
ています。あとひと月最後の奉仕となりまし
た。ご寄付宜しくお願いします。
本日までのニコニコ箱
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱

「育てよう未来の有権者」

1,343,091 円
9,000 円
1,352,091 円

阪本

会員

ご承知の通り、選挙権年齢が 20 歳から 18 歳へ
と引き下げられ、今夏の参議院選挙から適用され
ます。海外では殆どの国が 18 歳となっています。
この資格を得るのは日本全体で 240 万人、吹田
市では 7,000 人が対象となります。数字的には影
響が少ないが（投票率については）大学生の殆ど、
一部の高校生の若者が、選挙とは投票する事はど
ういうことか、候補者を選ぶとはどういうことな
のか。など選挙に対して関心を持ってもらうこと
が大切です。

皆様が選挙をしてもらうには期日前、選挙当日
のいづれかでできます。投票所は朝 7 時から夜 8
時迄の 13 時間です。投票所へは入場整理券を持
参して受付名簿対照係で確認をうけ投票用紙を受
け取り、記載台で候補者を、政党名を記入し投票
箱に投函します。
投票用紙をそのまま、２つ折、３つ折にもっと
細かく折って入れる人がいます。用紙は「BP コー
ト紙」という特殊な紙で、折りたたんでもしばら
くすると自然に開いた状態になります。これは開
封作業を早くする為です。投票箱の近くに 3 人が
様子を見ています。管理者、立会人が不正がないか、
ミスがないか、用紙を持ち帰らないよう見守って
います。吹田市では 105 人の委員が、58 か所の
投票所でその役目をしています。
選挙当日委員は 6：30 に投票所に入りますが、
一番乗りを目指して数名の方が待っています。7
時に投票開始宣言をし、扉が開きます。一番の人
に投票箱の中に何も入っていないか点検してもら
い直ちに施錠します。
夜 8 時に閉鎖宣言をし、投票所を閉じます。直
ちに施錠を待機している車に管理者、立会人が乗
り北千里の開票所へ持参します。だいたい 9 時 20
分頃から開票作業が行われます。開票率 0％で当
選確実が行われますが、これは出口調査をするテ
レビ、新聞などマスコミ関係の人が前調査を含め
て集計発表となります。
私共、明推協（吹田市明るい選挙推進協議会）
では投票率を上げるため、施策をしています。
白ばら講座（大学の先生、選挙解説者の講演、
パネルディスカッション（若い人に入ってもらう）
季刊誌白ばらの発行、他市との交流、学校への出
前授業、選挙シュミレーション、小中学生には啓
発ポスターの募集など、有権者は投票する重大さ
を考え、候補者を知り、気負わず参加でき、将来
の日本、子育てなど若い世代に目を向けた将来像
に近い人を選ぶとのこと。ただ、選ばれた候補者
が期待に沿う仕事をしているか。国民、市民を裏
切っていないか、この事が投票率に大きな影響を
与えています。
いずれにしても、7 月にはご夫婦でご家族で投
票所へ足を運んでください。
今、私は吹田市明るい選挙推進協議会の会長を仰
せつかっています。

