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例会場

4

例会日
役 員
つのテスト

●真実かどうか

第1572回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

した。メタンハイドレートのすばらしい点は、
シェールガスよりもはるかに「エコ」であるこ
とで、メタンガスを燃やした時に出るCO₂は何
と石炭・石油の約半分である。逆にエネルギー
量は高く、シェールガスの約2倍以上におよぶ。

平成27年4月27日

卓話 「春の全国交通安全運動」
5／11（月）
〜5／20（水）
吹田警察署 交通課 課長
警視 門野 雅則 様
阪本委員長ゲスト
今週の歌「我等の生業」

シェールガス革命はかつての産業革命に匹敵
する可能性があり、米国を復活させるだけで
なく、世界の構造を大きく変えてしまうと言
われる。もし、シェールガスよりはるかに環境
に優しいメタンハイドレート革命が実現した
ら、日本が完全に復活し、米国と日本の2国で
世界を席巻する時代が訪れる。

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

田中
（慶）会長

幹事報告

荻田副幹事

◦吹田市より「吹田まつり」協賛の依頼があり
ましたので、BOXへお配り致しました。
◦春の移動例会での傘の忘れものの案内。
主要エネルギー調査

幹事報告

⒊メタンハイドレート

◦次年度理事会報告
①秋の移動例会については、9/7（月）京都
高雄 もみぢ屋で決定。引続き予算作成・
詳細決定を行っていく。
②例 会 休 日 日 は、8/17、11/2、12/28、1/4、
5/2で承認決定。
③5/11、理事・委員長方針・予算案の提出
締め切り
④5/18、アッセンブリー（クラブ協議会）例
会終了後
⑤5/25、新旧合同理事会。新旧理事・委員は
各人ごとに引継ぎをすること。

燃える氷と表現されることが多く、メタンと
水が混じった氷状で海底に存在する。特に日
本海に多く存在することから、日本のことを
「隠れた資源大国」と表現する例が増えてきま

ロータリー雑 誌月間

次週 第1573回 例会予告

荻田副幹事

平成27年5月11日

卓話 「地区委員の活動について」
〜国際奉仕委員会〜
木田 委員
〜財団人道的補助金小委員会〜
長屋 委員
Weekly No. 1572は水間委員が担当しました。
Weekly No. 1573は由上委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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◦次年度会員名簿用の用紙をお配りしました。
〆切日の5月11日までに受付へご提出をお願
い致します。

◆瀧川会員
ロータリーコンペでたくさんチョコ
レートをいただきました。

◦次年度理事、委員長の方へ各方針、予算の用
紙 を お 配 り し ま し た。〆切 日 は5月11日 と
なっておりますので、よろしくお願い致し
ます。

◆新井会員
家内が大変お世話になりありがとうご
ざいました。
◆河邊会員
ノルマ達成のため積立します。

◦地区より、次年度ガバナー月信へ名刺広告
募集の案内が届きました。回覧しますので、
ご希望の方はお申し出下さい。

◆石﨑会員
田中会長杯ゴルフコンペで家内が初優
勝させていただきました。本人は、鈴
木さん、坂口さん、橋本さんと楽しく
ゴルフ出来たお陰と喜んでおりました。
誕生日祝共々ありがとうございました。

◦5月18日は、クラブ協議会
◦5月25日、新旧合同理事会

出席報告

中堀委員
●会 員 数 47名 ●来
客
0名
●出席会員数 35名 ●本日の出席率 87.50％
●3月9日の出席率（メーキャップを含む） 100％

ゴルフ同好会

◆杦本会員
誕生日祝いありがとうございました。
◆山岡会員
お誕生日のお祝いありがとうございま
した。
──────────────────
本日のニコニコ箱
28,000円
累計のニコニコ箱
1,063,000円

橋本（芳）会員

第2回 吹田西RC田中会長杯ゴルフコンペ報告
2015年4月15日（水）にABCゴルフ倶楽部
にて開催しました。天候は1ホールだけ雨
がちらつきましたが、何とかもちました。
日頃のみなさまのおこないの良さだと思
います。順位を発表します。
アウト

優 勝 石﨑 延子
準優勝 清水 大吾
３ 位 瀧川 紀征

イン

GROSS

HDCP

卓

話

「DLP（地区リーダーシップ・プラン）と
ガバナー補佐制度」
新井ガバナー補佐エレクト

NET

52 54 106 32.0 74.0
51 47 98 18.0 80.0
45 44 89 8.0 81.0

以上です。
次回、6月3日の対抗戦には参加お願いし
ます。

ニコニコ箱

1987-88年度RI会長チャールズ・ケラー氏に
よって設置された「長期計画委員会」の最終報
告が1992年RI理事会に提出されました。同委
員会はその勧告案で、地区内の内部組織を変
更することで、
「最大の効率、効果、費用の削減」
を達成することをロータリーに提案いたしま

山岡副SAA

◆郷上会員
結婚記念日のフラワーありがとうござ
いました。本日はニコニコのみで失礼
します。
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した。その結果、RIは1992年の国際協議会で、
地区組織の改正のための試験的プログラムを
発表いたしました。これが地区リーダーシッ
プ・プラン（地区運営上の組織構成）です。こ
のプランは３年間に亘り世界12地区で試験的
に実施され、その後、2002年7月にはすべての
地区において義務的に実施されることになり
ました。
この地区リーダーシップ・プランはクラブ
の増加によって毎年のように地区が分割され、
それに伴ってRIの経費が増えていくのを抑え
るために、地区分割の下限を従来の80クラブ
から100クラブに引き上げるためと、テリト
リーが広範でガバナー１人では管理しにくい
地区や、１地区が複数の国や言語が異なる部
族で構成されているような場合に、ガバナー
補佐を置いて、ガバナーの任務の一部委任さ
せようという制度です。また、地区に関する二
つの主要問題、すなわち毎年新しいクラブが
多数加盟することにより地区組織の効率が悪
くなっていること、もう一つは、最も適任の人
が毎年地区ガバナーに就任するには、地区ガ
バナーに期待する行務時間と直接監督を減ら
さざるを得ない状況になっているということ
を解決するための地区管理機構となっていま
す。
ガバナー補佐に委任する職務の内容は主に、
１、クラブ管理と委員会管理
２、ガバナー公式訪問に際して開かれる
クラブ協議会への出席となっています。

３．ガバナー補佐の資格条件
（省略します）
４．ガバナー補佐の職務
（１）クラブ訪問
ガバナー補佐は各クラブへ少なくとも年
４回訪問し、クラブ運営やクラブ活動に
ついて指導し、クラブを支援します。当地
区ではその訪問時期、及び頻度は原則次
の通とします。
第１回目：ガバナー補佐エレクトは前年
度ガバナー補佐と共に各クラブの最終の
新旧合同クラブ協議会にオブザーバーと
して出席し、担当クラブの現況と問題点
を把握します。
第２回目：ガバナー補佐はガバナーの公
式訪問２週間前のクラブ協議会に出席し、
ガバナー訪問に備えたクラブ現況報告を
ガバナーに提出します。
第３回目：下半期の適当な時期にクラブ
協議会に出席し、或いはクラブ会長・幹
事との懇談会をもち、クラブ活動計画の
進捗状況を確認します。
第４回目：担当年度の最終新旧合同クラ
ブ協議会にガバナー補佐エレクトと共に
出席し、併せて新旧ガバナー補佐の業務
引継ぎを行います。
その他必要がある場合は各クラブ会長・
幹事と協議の上、クラブ訪問を行います。
（２）地区行事への出席
（省略します）

2660地区のDLPに関する方針
ガバナー補佐制度
2660地区のガバナー補佐制度は、IMグルー
プ単位でガバナー補佐１名をIMホストクラブ
から選出し、地区内に合計8名のガバナー補佐
を配置することにより実際の運用が開始され
ました。

５．ガバナー補佐の基本的責務
＊RI会長及び地区ガバナーの年度方針を三
者一体で共有し、担当クラブに浸透させ
るようにします。
＊各クラブの活動目的とその達成方策につ
いてクラブリーダーと協議し、助言を与
えます。
＊地区各委員会と緊密に連携し、各クラブ
の活動を支援します。
＊ガバナー補佐定例会議を通じて各クラブ
の活動状況や問題点をガバナーに的確に
報告し、ガバナーと共に問題の解決にあ
たります。
＊将来の地区指導者となる人材を見出し、
育成を奨励します。特に将来のガバナー
補佐候補者、及び地区委員候補者につい

１．ガバナー補佐の選考方法
現職ガバナー補佐が主宰するIMグループ単
位の「クラブ会長・幹事会」において、ガバナー
補佐の資格条件に沿った候補者をIMグループ
内の全クラブから１名を選考し、地区ガバナー
に推薦します。
２．ガバナー補佐の選考時期と呼称
（省略します）
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ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ

て訪問先のクラブリーダーと協議するこ
とにします。
参考文献

ロータリー情報マニュアル
ロータリーの心と実践

「炉辺談話報告

国際奉仕」

橋本（芳）委員長
①国際奉仕・社会奉仕・青少年奉仕とも子ど
も対象の事業を行っているが、コラボする
ことも必要ではないか
②クラブとして１つの学校にとらわれず大き
な規模での事業を考えたらどうかなど
意見
◦お金を出して事業をするのではなく、私た
ちが自ら動いて事業をしていくのがRCの本
質である。
◦お金をかけた奉仕活動を考えるのではなく
会員及び会員企業の身近にあるものを利用
する、集める。物をあてがうものはよくない。
◦RCの原点に戻る。
◦社会奉仕事業の対象者は０歳からご老人ま
で。青少年奉仕事業の対象者は０歳から20
歳まで。
◦次年度社会奉仕事業として地区補助金を使
い東北の保育園に浄水器を寄贈、その贈呈
式を行う。
（8月中ごろ）
◦このままの事業で続けていけばよいと思う。
◦移動例会に小学生をお招きしクラブ奉仕委
員会（親睦委員会）とコラボしてはどうか。
◦今年度委員会メンバーと次年度委員会メン
バーの引継ぎが大事。
◦複数年度かけた事業も検討（地区補助金な
ど）
◦国際奉仕事業において、今年はスリランカ
のコロンボセントラルRCとの姉妹提携30周
年の年。どうするかを検討していかなけれ
ばならない。

フォーラムもしていましたので、特に国際
奉仕からの問題定義はしなかったのですが、
意見がありましたので紹介させていただきま
す。スリランカのコロンボセントラルRCの姉
妹提携からもうすぐ30周年です。次年度RIの
会長はスリランカのコロンボRCからの輩出で
す。次年度、なんらかの動きをしていただきた
いので、よろしくお願いします。とのことです。
次年度理事のみなさま、ご検討よろしくお願
いします。

「炉辺談話報告

青少年奉仕」

紙谷委員長

今年度より五大奉仕となり、青少年奉仕委
員会が増えました。今年度は豊津第二小学校
の小学校１年、２年の児童の参加で「大相撲豊
津場所」ということで力士との交流をはかる
出前授業を行いましたが、今後当クラブにお
いて青少年奉仕活動として、次年度よりどの
ような事業を取り組んでいけばよいかご意見
を頂戴したい。
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