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例会場
例会日
役 員

4

つのテスト

●真実かどうか

第1509回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

●みんなのためになるかどうか

るか否かはクラブの判断に委ねられます。

平成25年9月9日

────────────────────

卓話 「クラブフォーラム

Q．制定案により、
「地区協議会」の名称が「地

会員増強について」

区研修・協議会」になったが（仮訳）と書

河邊会員増強委員長

いてある？

今週の歌「虫のこえ」

A．
「地区研修・協議会」にて正式決定しました。
────────────────────

先週内容

現時点では決定内容を頭で理解するに留め、

会長挨拶

クラブ運営に影響する部分は実際に適用し、

石﨑会長

定款・細則の文書は正式なものが一般公開さ

前週、第1507回例会は全員出席100%とあ

れた時（2014年1月頃を予想）にそれを丸ごと

まり記憶にない快挙となりました。

利用して作成するのがよろしいかと思います。

9月は「新世代のための月間」です。国際ロー

規定審議会での変更点は他にも多数あり、

タリー日本事務局から、2013年規定審議会に

まだ詳細が固まっていないものもあります。

関する説明がありました。

今後も小分けにして通知されますので、我が

────────────────────

クラブでは来年の制定案を確認しながら対応

Q．制定案により、新世代奉仕が青少年奉仕と

していきたいと考えます。

なるが、委員会名称も新世代から青少年に
置き換わるのか？
A．
「新世代奉仕委員会」を有するクラブにお
いて名称を「青少年奉仕委員会」に変更す

新世代のための月間
次週 第1510回 例会予告

平成25年9月30日

卓話 「クラブアッセンブリー 井上義信ガバナー補佐訪問」
第２組ガバナー補佐 井上 義信 様
Weekly No. 1509は田中（孝）委員長が担当しました。
Weekly No. 1510は村井副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

米山奨学生 謝 雯さんに奨学金授与
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⑥「地区災害支援募金」の基金依頼について
（5万円）承認されました。
⑦「クリーンウォータープロジェクト」
（長
屋理事報告）の日程について（石﨑会長、
小林PPに一任）
⑧新入会の堀会員の所属は親睦活動委員会
に決まりました。

橋本（芳）会員に ㈶ポールハリスフェロー授与

幹事報告

井伊幹事

ゲ

◦今年度クラブ概況が出来上がりましたので
お配りします。

ス

ト

堀委員

株式会社ガンバ大阪

伊藤 慎次 様

尼崎東RC

的場 眞司 様

米山奨学生

謝

◦ロータリーの友9月号及び前年度月信の最終
号が届きましたのでお配り致します。月信

出席報告

にはベネファクターとなられた石﨑会長の

●会

お名前もあります。また昨年度も吹田西RC

員

数 48名

●出席会員数 36名

の出席率は年間を通して100%でした。皆様

雯

様

澤井委員長
●来

客

3名

●本日の出席率 85.71％

●8月19日の出席率（メーキャップを含む） 100％

のご協力のお陰です。ありがとうございま
した。

誕生御祝−９月

◦先週、8月26日例会終了後、理事会を行いま
したので報告致します。
①11月プログラムについて承認されました。
②井上ガバナー補佐訪問について、質問事
項を次回例会までに事務局へFAXをする。
ガバナー補佐との懇談会は理事会と重な
るので、9月30日17時〜と変更すること
が承認されました。

結婚御祝−９月

③米山100円募金について承認されました。
④吹田西1500回記念例会会計報告について
（前年度榎原親睦活動委員長より）承認さ
れました。
⑤夏の移動家族例会決算報告について（紙

平成 13 年 9 月11 日

大藤会員ご夫妻

平成 5 年 9 月18 日

長屋会員ご夫妻

昭和 39 年 9 月27 日

尾家会員ご夫妻
以上3組

谷親睦活動委員長より）承認されました。
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クラブ会報委員会

◆西村会員

田中（孝）委員長

９月になり、気分を入れかえて。

「ロータリーの友」に関する
アンケート協力のお願い

◆堀会員

より親しみを感じ、熱読頂けるようになる事を

先週の新入会式で皆様にご歓迎いただき

目的としたアンケートです。ご協力よろしくお願

ありがとうございました。宜しくお願い

いします。

致します。

親睦活動委員会

◆橋本（徹）会員

紙谷委員長

今月もくす玉がわれるように。

クラブ奉仕担当の炉辺談話のご案内

──────────────────

日時

９月20日（金）18:00〜

本日のニコニコ箱

19,000円

場所

雅屋

累計のニコニコ箱

360,000円

ご参加宜しくお願い致します。

卓

米山記念奨学会委員会

荻田委員長

「ガンバ大阪の地域活動と成長戦略」

本日、橋本（芳）会員より、特別寄付を頂き

株式会社ガンバ大阪
事業本部パートナーグループ
グループリーダー 伊藤 慎次 様

ました。ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会

話

澁谷副委員長

今年度も無事故・無違反コンテストにチャレ
ンジ致します。自信のある人はもちろん、無い人
は特に交通ルールを守る、ということでチャレン
ジして頂きたいと思います。

ニコニコ箱

橋本（徹）SAA

◆的場 眞司 様（尼崎東RC）

１．Jリーグの概要

本日はお世話になります。

① Jリーグの理念

◆石﨑会長

⒈日本サッカーの水準向上及びサッカーの

ガンバ大阪 伊藤 慎次 様をお迎えして。

普及促進
⒉豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心

◆坂口会員

身の健全な発達への寄与

ガンバが J１にあがれますように。

⒊国際社会における交流及び親善への貢献
② Jリーグのクラブ数

◆新井会員

10クラブ⇒40クラブへ

いいことがありました。

1993年開幕
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8府県⇒30の都道府県へ
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を
③入場者数の推移

④募金状況

総合計806万人

110億4100万円 （8月25日現在）
④入場者の平均年齢

38.6歳

平均年齢はアップするが、ファミリー層が

残り

増加傾向

（29億5900万）

⑤ Jクラブの収益

総合計

⑥ Jリーグの収益合計

助成金

773億円

（30億）

法人

（78億3400万）

116億円

個人（2億700万）
目標140億円まで 残り 29億5900万円

２．ガンバ大阪の地域活動
①ホームタウンの活性化を目指して

３．ガンバ大阪の成長戦略
（２）アジア戦略など

②ホームタウンふれあい活動
①アジア地域における、サッカー人気は絶大

参加児童が20万人を突破！

である。
③精神障がい者サッカー・フットサル

②特にASEANでのサッカー人気を最大活用

少年院訪問

③Jリーグのアジア戦略
各国とのパートナーシップ協定を締結

３．ガンバ大阪の成長戦略
（１）新スタジアム建設

ガンバ大阪の目指すもの

①新スタジアムの建設に向けて

１．地域の皆様に愛され続ける、クラ

②建設予定地

ブづくりを

万博全体で国内外からの集客が見込める魅

２．子ども達の健全育成を推進する存

力的なエリアへ

在に
３．関西経済界の活性化を図る

③スタジアム概要
収容人数

40,000人収容

タイプ

サッカースタジアム

４．アジア（ASEAN）地域のリーダー
シップを図るサッカークラブ経営
を目指す…
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