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1. 真実かどうか
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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

本日の例会

次回の例会

第1861回例会 令和 4 年 9 月12日
今週の歌 「 ４ つのテスト」
秋の移動家族例会

前回の記録
会長挨拶

4. みんなのためになるかどうか

伊藤会長

第1862回例会 令和 4 年 9 月26日
今週の歌 「我らの生業」
卓
話 基本的教育と識字率向上月間

「基本的教育と識字率向上について」
地区国際・社会奉仕委員会

坂本 一成
（会員）委員
味料なのです。
発酵調味料は腸内環境を良くします。
ご参考まで。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

瓜生委員

本日は米山奨学生のエランバム, ガントイビ様にお
越し頂いております。
先週 9 月 1 日、第2660地区IM第 2 組15クラブ（二
輪会）会長・幹事会へ参加して参りました。当クラブ
からは、橋本幹事そして井伊ガバナー補佐エレクトが
参加致しました。
各クラブの近況報告では、会員減少、高齢化という
ことが多く報告されました。少ないクラブでは会員が
17名ということでした。そして、会員増強に苦労され
ているクラブが多いことが実情のようです。当クラブ
も会員増強を行うこと、特に女性会員 2 名が目標です。
さあ、具体的なアクションプランが必要となりま
す。坂本会員増強委員長と一緒に考え実行したいと思
います。皆様も何かアクションを起こして頂くと有難
いです。宜しくお願いします。
今週10日土曜日は甲子園球場にて、第37回全国RC
野球大会に参加致します。17時試合開始となります。
勝利してご報告したいと思いますのでご期待下さい。
また、来週は秋の移動家族例会となります。久しぶ
りの移動例会ですので、楽しみたいと思います。木田
親睦活動委員長宜しくお願いします。
それでは最後に、健康情報をお伝えしたいと思います。
本物の醤油とは？
身体にいい醤油は、原材料が小麦と大豆と食塩の 3
種類です。タンパク加水分解物、酵母エキスなど化学
が加えられているものは注意です。仕込みから最低 3
年以上の歳月をかけて醸造、本物醤油は高価で2,000
円近くしますが、発酵調味料なのです。大手の醤油は
数日で大量に作られ300円以下で買えますが、化学調

幹事報告

橋本（芳）
幹事

1 ．宮里ガバナーより「2022年 8 月青森県大雨災害」
支援金について
 青森県内は 8 月 3 日からの大雨により、河川の氾
濫による冠水被害や土砂崩れによる大きな被害が生
じております。被害地域を抱える第2830地区青森県
大雨災害支援本部より、全国の地区ガバナーに対し
支援金のお願いが発信されています。
 寄付のBOXを回しますのでご協力お願い致します。
 支援金 3 万 2 千円集まりました。ご協力ありがと
うございます。
2 ． 8 月29日の理事会報告
承認事項としまして
・10月度例会プログラムの件が承認されました。
・移動家族例会時におけるコロナ対応についての
件が承認されました。

9 月度お誕生日祝い

 022－23年度伊藤会長は移動家族例会をする予
2
定です。
基本中止の判断は、国または府及び市からの要
請がある場合又は開催場所が中止を要請した場
合のみとします。
理事・役員のコロナ感染では中止としません。
会長の不在の場合の代行順位は定款第 3 節、第
5 節にのっとり
会長→副会長→理事→役員（高年齢順）
とします。
3 ．ロータリーの友 9 月号と年会費領収書をBOXに
入れました。
4 ．ロータリー財団より年次基金に対する寄付への襟
ピンが届いておりますので、感謝と共にその贈呈式
を行います。
ポールハリスフェロー（PHF）＋ 2 <＄3,000～>
襟ピン（サファイア 2 粒）
本田智敎会員、橋本芳信会員
5 ．会員並びにご夫人のお誕生日のお祝い
 9 月お誕生日の会員並びにご夫人のご紹介です。
おめでとうございます。
6 ．米山奨学生エランバム, ガントイビさんに伊藤会
長より奨学金の授与がございます。

出席報告

出席委員会

島倉委員長

●会 員 数 41名
出席会員数 35名（内Web出席 3 名）
●来
客 1 名
本日の出席率 92.11％
● 8 月22日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

米山記念奨学会委員会

本日、塚脇会員より特別寄付をいただきました。ご
協力ありがとうございました。

親睦活動委員会

ニコニコ箱

●坂本会員 甲子園の為の練習 0 回で申し訳ありませ
ん。自宅練頑張ります！！
●青木会員 残暑お見舞い申し上げます。
●清水（良）会員 橋本芳信様お心遣いありがとうござ
いました。
●橋本（芳）会員 腰も足も治りゴルフ出来るようにな
りました。
●西村会員 昨日、すいたフェスタが無事終わりご協
力ありがとうございました。
●塚脇会員 レストランのご案内をBOXに入れさせ
ていただきました。よろしくお願いします。
●橋本（幸）会員 誕生日のお祝いありがとうございま
した。欠席をして食事を無駄にしてしまいました。
家族会も欠席で重ねてすいません。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱

最近、家庭料理が恋しくて、家でインド料理を作る
ようになりました。ほとんどのインド料理店とインド
で入手できる料理の味にはわずかな違いがあります。
日本カレーの味は独特の味があり、美味しいです。そ
してちょっと甘いです。スパイスが大好きで色々なス
パイスを使った料理を作ってみたのですが、料理が下
手でなかなかうまくいきません。

23,000円
276,000円





エランバム, ガントイビ 様

荻田SAA



米山記念奨学生報告

木田委員長

次回例会は、秋の移動家族例会として、 9 月12日18
時よりリッツ・カールトン大阪 4 階ボールルーム イー
ストセントラルにて行います。
くれぐれもお間違えの無いようお願いいたします。

近藤委員長

9月1日
（木）
に当クラブ主催のクリーンデーを実施
致しました。雨模様で実施が悩ましい状況でしたが、
当日は 9 名の参加が有りました。
伊藤会長、榎原会員、紙谷会員、河邊会員、木下会
員、塚脇会員、橋本芳信会員、木田会員と近藤です。
伊藤会長には初めてご参加いただき、しっかりお掃
除をしている所を写真に取っております。年度の報告
には使わせていただきます。
参加会員の皆様、ご協力ありがとうございました。
受付カウンターに無事故・無違反キャンペーンの申
し込み用紙を置いております。また、認印と免許証番
号の記載が必要になりますので、お忘れなきようにお
願い致します。 9 月26日の最終例会に申し込みを締め
させていただきます。早めの登録のご協力をお願い致
します。

瀬川委員長

ご結婚のお祝い
福原会員夫妻
長屋会員夫妻

9月

尾家会員夫妻



卓
私の職業

話
瀧川健一朗 会員

私の職業は株式会社リバフォール代表取締役社長、
不動産賃貸管理業を営んでおります。ビル、倉庫、マ
ンションと駐車場などを管理・運営しています。
所有物件の契約管理・営繕・清掃・入退去の立会な
どが日常的な業務です。
私は2001年の 3 月、27歳の時から今の仕事をしてお
ります。
ワンルームマンションが 2 棟120戸程あり、ほぼす
べての入居時・退去時に私が立ち会いをしておりま
す。入居の際に、管理者の印象が良いとクレームを
言ってくるケースが少ない様に感じます。また部屋の
使用の仕方にも差があるように思います。
当社には定休日や営業時間の決まりがありません。

また入居者の方へも定休日や営業時間の案内をしてお
りません。
自宅と事務所も同じ、住所、電話番号なので、早朝
や深夜、祝祭日や連休中問わず対応する事になってお
ります。
当社の取引先には、いつでも対応して頂ける、本当
に頼りになる業者さんがいらっしゃいますので、24時
間365日安心してお住まい頂けると思います。
現在、私は51歳ですが、祖父、そして父から受け継
いだ仕事なので、この先もまた代々と受け継いで、と
思っております。跡取りとなる息子はまだ 0 歳ですの
でこの先、少なくとも20年から30年は続けないといけ
ませんので、かなり先は長いです。これから色々と皆
さんにお知恵をお借りしながら、発展させていければ
と思います。よろしくお願い致します。

2022年国際ロータリー規定審議会報告


橋本

徹也 規定情報委員長

2022年 6 月25日
（土）大阪YMCA国際文化センター
及びZoomオンラインにおいて、国際ロータリー第
2660地区の「2022年国際ロータリー規定審議会報告
会」が開催され、参加してまいりました。
規定審議会検討概要及び地区・クラブとしての対
応、クラブ細則の説明、決議審議会上程決議案報告及
び2025年規定審議会への今後のスケジュール等が報告
されました。
日時 2022年 4 月10日（日）～14日（木）
場所 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ
参加者（代表議員）
対面324名（日本から 9 名）
バーチャル198名（日本から25名）
議決結果は表のとおり
議決結果概要
提案数

採択数

採択率

全体

９４
（うち撤回13件）

29

30.85％

日本

26

7

26.9％

RI理事会

13
（うち撤回 2 件）

11

100％

私の方からは、採択された内容でクラブ運営に関わ
る採択： 9 案（内、標準RC定款に係る： 5 件、RI細
則でクラブに係る件： 4 件）について報告させていた
だきます。
①クラブ理事会が議事録を会員に提供する期限を改正
する件
標準ロータリークラブ定款を改正
クラブ理事会の議事録の開示期限：従来の60日から
30日に短縮
②会員がクラブの所在地域に住居又は事業場を有する
要件を削除する件
標準ロータリークラブ定款を改正する
現 在：会員はクラブの所在地域に事業所もしくは
自宅を有する→地域での存在を示す

変更後：上記を削除
【メリット】会 員本人の希望があれば、転居・転勤
なのでクラブを退会する必要無
③正会員がどのクラブに対してでも入会候補者を推薦
できるようにする件
国際ロータリー細則を改正する
④衛星クラブの会員に関する規定を改正する件
標準ロータリークラブ定款を改正する
衛星クラブの会員身分
従 来：
「スポンサークラブ」と「衛星クラブ」の
両方の会員
変更後：衛星クラブ会員はスポンサークラブに限ら
ず、「いずれかのクラブの会員」でもある
二つ以上のクラブが衛星クラブを作ること
ができるようになった。→この共同スポン
サー制度によって会員増強が可能
⑤人頭分担金を増額する件
国際ロータリー細則を改正する
2023－24年度

年間75ドル

4 ドル値上げ

2024－25年度

年間78.5ドル

3.5ドル値上げ

2025－26年度

年間82ドル

3.5ドル値上げ

⑥積極的平和を含めるように奉仕部門を改正する件
標準ロータリークラブ定款を改正する
第三部門である社会奉仕は、「地域社会における積
極的平和を目指すことにより」を追記
第四部門である国際奉仕は、平和の所を積極的平和
と追記する
第五部門である青少年奉仕は、世界平和の所を積極
的世界平和と追記する
⑦ローターアクターがロータリークラブの例会に出席
することを許可する件
国際ロータリー細則を改正する
RA の RC 例 会 に 参 加 が 可 能（ゲ ス ト で な く ビ ジ
ター）
前回2019年の規定審議会、RAがRIに正規に加盟＝
RAも我らロータリアンと同等の地位
⑧出席報告の提出義務を撤廃する件
国際ロータリー細則を改正する
クラブの出席状況のガバナーへの月次報告義務を撤
廃→当地区の今後の方針は機会を改め、次年度代表
幹事から説明
理由：※2016年規定審議会にて出席率の報告は不要
※2019年規定審議会にてメークアップは年度
内OKに変更
吹 田西RCは、クラブ定款に関わらず、会員は、例
会を欠席する場合、例会の前後28日以内にメーク
アップしなければならない。
⑨出席規定の免除手続の規定を改正する件
標準ロータリークラブ定款を改正する
出席規定の免除は理事会の承認を必要としない
理由：要件を満たしているにも関わらず、免除の申
し立て拒否や、期限付きの承認をする理事会
がある
以上2022年国際ロータリー規定審議会報告とさせて
いただきます。

イマジン ロータリー

九月度俳句同好会（第四二〇回）
兼題「爽やか・朝顔・流星」

流星の白く糸曳き天地縫ふ 

顔洗ひつつ朝顔を眺めつつ 
ビル影木陰爽やかに伸びてをり

虫売りの霧吹き鳴かす屋台の夜

まさお



山牛

美加代

ときよし



卓話者
橋本徹也 規定情報委員長

次回 十月度句会
兼題「秋高し・豊年・文化の日」

瀧川健一朗 会員
卓話者

炉辺談話
9月9日
橋本芳信 幹事

第37回全国ロータリークラブ野球大会（阪神甲子園球場）

