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　本年度、当クラブは、50周年という一つの大きな節目を終え、
諸先輩の築いてこられた歴史をもとに新たな一歩を踏み出す
大切な年度となります。クラブ活性化のため会員基盤の強化を
念頭に置き以下のことを重点項目として全力で尽くしてまいり
たいと存じます。

１．会員増強
当クラブにとりまして会員増強は、最優先事項であります。
クラブの現状把握のため職業分類の未充填部分を見直し、

多様な会員の集まるクラブづくりを目指します。
２．「春のRYLAセミナー」ホスト
2020年5月2日（土）～4日（月）に大阪府立青少年海洋センターで実施します。
全会員協力して成功させるとともに、各会員が青少年たちと接することにより次世代の
考え方や価値観を実感して今後の活動に生かして頂きたいと思います。

３．ロータアクトクラブの支援
50周年記念事業として設立され、今後何十年と続く事業の大切な１年目になります。
運営をサポート指導するとともに増強に協力していきます。

４．親睦・例会
「例会は親睦の第一歩」と言われますように非常に重要な時間です。楽しく有益な例会づくり
に努め、会員同士の親睦を深めたいと思います。

５．ITの活用
会報の電子文書化を継続するとともに更にタブレットの有効活用を進めていきます。

　
　今年度1年間、精一杯頑張ってまいりますので、会員皆様のご協力ご支援を賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。
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◆ 幹 事 報 告 ◆
・先週、今年度の理事役員の方にはポストさせていた
だいておりますが、本日例会終了後、写真撮影がご
ざいますので帰らずにその場にてお待ち頂きますよ
うお願い申し上げます。
・地区よりロータリー賞の達成状況について、連絡が
あり大阪城南ロータリークラブは受賞確実クラブと
してロータリー賞を受賞できるがこと決まりましたの
で皆様へご報告させて頂きます。

◆ 委 員 会 報 告 ◆
Ｒ財団・米山奨学委員会　山本英樹委員長

　ご寄付の紹介をさせていただきます。佐伯会員、大
原会員、境会員、岡倉会員よりＲ財団・米山にご寄付
をいただきました。

　●　●出席報告　
　　　　　　出席会員 36名（内免除会員 11名）

６月２１日（第３例会）

本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会 ７月５日（第１例会）

　●　●就任挨拶
　　　　　 R財団・米山　研修リーダー
　　　　　 RAC　IT　ライラ　　　　　 各委員長

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ ７月１９日（第３例会）

　●　●就任挨拶
　　　　　　職業奉仕　社会奉仕　青少年奉仕　
　　　　　　国際奉仕　　　　　　　　 各委員長
　●　●食膳　〈中国　円卓料理〉　　　

　●　●表彰・前年度　会長　幹事
　　　　　・年間皆出席および通算皆出席
　　　　　　（後記一覧表にて記載）
　　　　　・ホームクラブ連続皆出席
　　　　　　梅崎（10）　内藤（10）　西谷（10）
　　　　　　井上（30）　岡部（倫）（10）　石濱（20）
　　　　　　泉（10）　　　　　　　　　　 各会員
　●　●お祝・誕生日　
　　　　　 　浅井　井上　三宅　内藤　南賀　田中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各会員
　　　　　・結婚記念日
　　　　　　中本会員
　　　　　・入会記念日
　　　　　　井上　村上（正）　西村　小原　奥田
　　　　　　鈴木　　　　　　　　　　　　各会員
　　　　　・会社創立記念日
　　　　　　浅井　井上　宮田　村上（武）　内藤
　　　　　　南賀　西谷　　　　　　　　 各会員
　●　●就任挨拶

中谷佳正会　長
　　　　　　　　　　　内藤喬皓副会長
　　　　　　　　　　　浅井　晃幹　事
　　　　　　　　　　　三宅善太郎SAA
　　　　　　　　　　　岩永建保会　計

　●　●理事会　　　　　11：30～12：10
　　シェラトン都ホテル大阪　3階　ホワイエ

　●　●クラブ協議会　　13：40～15：00
　　シェラトン都ホテル大阪　3階　明日香の間

　●　●クラブフォーラム（クラブ奉仕）
　　　　　　　　　　　18：00～18：30
　●　●酒味の会　　　　18：30～20：30

　　シェラトン都ホテル大阪　3階　「うえまち」

次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ ７月１２日（第２例会）

先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

「退任挨拶（会長）」　　　　　　　　　　　　
西谷雅之会員

　本年度は50周年という節目の
年度であり、変革の年でもありまし
た。まず会報のIT化ということで、
会員の皆様にiPadをお配りいたし
ました。事前に十分な説明がなく、
特に年配会員の方々からは使い
方がわからない等のご意見も頂

戴いたしましたが、IT化推進委員会のメンバーや若手
会員がサポートいたしますのでご理解いただきたく存
じます。次に奉仕活動の見直しを行いました。会員数
の減少や増員の伸び悩みにより、従来通りのやり方で
はやっていけないということで、各委員会の協力のも
と実行いたしました。変わること・変えなければならな
いことがたくさんあり、会員の皆様を混乱させてしまっ
たことを大変申し訳なく思っております。最後になりま
すが、なにより50周年の記念式典を無事に終えること
が出来たのは、皆様方のご協力の賜物だと思っており
ます。本当に一年間、ありがとうございました。

卓 話 ６月２１日＜第３例会＞

 　 　会員総数 51名（同上 17名）
　　　　　　ゲスト　　1名
 　　 ヴィジター 0名

　　　　　　　計　　37名
　　　　　       ホームクラブ出席率 80.00％

6月7（第 1例会）補正出席率 100％（MU8名）
　●　●ゲスト＆ヴィジター（敬称略）
　　　　　李　頌雅（米山奨学生）

真実かどうか 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

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
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「退会の挨拶」　　　　　　　　　　　　
中辻康裕会員

　退会させていただきます中辻
です。
　退会理由は、近鉄技術HD（株）
等の監査役を6月の株主総会で辞
任したためです。
　昨年12月の理事会で定年退職
等何らかの理由で職業がなくなっ

ても奉仕の精神があれば、会員身分を継続できること
が承認され、光信先生からも会社を退職してもRCに
残ってほしいとの暖かい言葉を何度も頂き感謝して
おりますが、諸般の事情により退会させていただき
ます。
　3年前の入会以降、自分では行けないような場所で
の会合や、ゴルフ会への参加の他、昨年の年末家族会
に妻のシャンソンライブを開催頂いたことや50周年
記念式典等色々楽しい思い出もできました。
　3年間の短い間でしたが、大変お世話になり有難う
ございました。

「退会の挨拶」　　　　　　　　　　　　
武田善博会員

　2014年4月に入会し、丸5年と
2か月お世話になりました。今年
度はSAAとして、また50周年が終
わるまではと気を張ってやってき
たのですが、実際の本業の業績も
納得できるものでは無く、ここで一
旦リセットして本業に専心して立

て直す所存で、今回退会させていただくことになりま
した。
　皆様にはいろいろご指導ご鞭撻いただき本当に
ありがとうございました。

「退会の挨拶」　　　　　　　　　　　　
今岡巖会員

　1970年に入会し、48年間お世
話になり、本当にありがとうござい
ました。
　特に今年度は研修リーダーと
いう立場にありながら私自身の体
調が優れず、際立った活動が出来
ませんでしたが、研修リーダー委

員のお力添えと皆様の協力を得て、なんとか終えるこ
とが出来ました。新しい人達に一日も早く、ロータリー
の本質を習得いただき、楽しむことそして会員の維持、
増強活動に期待を寄せます。

「退任挨拶（幹事）」　　　　　　　　　　　　
岡部倫正会員

　本日をもって幹事の大役を無
事に終えることが出来ましたこと
皆様に感謝し、厚く御礼申し上げ
ます。
　思い返せば、7月6日待望の第
一例会でしたが、大雨洪水警報で
休会となり、また本来の最終例会

もG20で休会と、なかなか50年の歴史ある大阪城南
ロータリークラブでは初めてではないかと思います。7
月第一例会では高谷さんにはメールFAXでの休会案
内をお願いしましたが、念の為朝の5時から休会の御
電話をさせて頂きました。ここで一番問題はどなたか
らお電話をすべきか悩みましたが、名簿順で1ページ
目の浅井会員からお電話をさせていただき、早朝から
皆様には不慣れで不躾なお電話させていただきました
こと改めてお詫び申し上げます。
　今年度は50周年の年度ということもあり、西谷会長
が掲げられた運営方針で会員増強、全ての奉仕活動
の検証、ITの活用、親睦を通じてクラブ内の充実を図
ることを念頭に活動させて頂きました。
　特に会員増強では尾崎会員が再入会していただき、
村上（正）会員、石濱会員、泉会員、田中会員と5名の
新会員をお迎えてきたことは喜ばしいことでした。
　また、50周年実行委員会の南賀委員長の号令の下、
RAC創設委員会の中尾委員長を中心に大阪城南ロー
ターアクトクラブの誕生、そしてIT化推進委員会の山
本智重委員長を中心にマイロータリーの100％登録
がコンプリートし、iPadを使用した会報のペーパーレ
ス化の実現など、次の50年に向けた相応しい事業が
実現できたと思っております。
　ただただ、幹事として何かお役に立てたかと考えた
とき、何もお役に立てなかったことを反省しております。
今後は大阪城南ロータリークラブの幹事経験者として
胸を張ってロータリーライフを過ごして参りたいと
思っております。一年間本当に有難うございました。

「退会の挨拶」　　　　　　　　　　　　
宇津井隆男会員

　このたび勝手ながら今年度で
退会させていただくことになりま
した。
　13年6月末に入会して以来6年
間、多くの異業種、異分野の方と
懇意にしていただき、得るものが
たくさんあったと喜んでおります。

　格言で「金を残すは下、名を残すは中、人を残すは
上」と言うものの、私は出席と会費納入しかできません
でしたが、ロータリー精神の寛容の心でお許しいただ
ければ幸いです。
　当クラブの益々のご繁栄、事業のご発展をお祈りし、
退会のご挨拶にさせていただきます。6年間ありがとう
ございました。
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に こ に こ 箱

（編集担当　宮田・泉）

６月２１日（第３例会）
・今年度も無事、最終例会日を迎えることが出
来ました。一年間、ありがとうございました。

西谷会員・岡部（倫）会員・武田会員
・西谷会長、岡部（倫）幹事、武田SAA、一年間
ご苦労様でした。

中谷会員
・西谷会長、岡部（倫）幹事、武田SAA、一年間
お疲れ様でした。

岡部（泰）会員
・西谷執行部の皆様、大変お世話になりま
した。

中本会員
・西谷会長、岡部（倫）幹事、武田SAA、本当に
お疲れ様でした。

三宅会員
・出席、ありがとう。

佐伯会員
・退会ごあいさつ。お世話になりました。どこか
で会ったら声をかけてくださいね。うれしい
です。

中辻会員・宇津井会員
・これまでご指導、ご鞭撻いただき、ありがとう
ございました。

武田会員
・その他、お祝い　２件

6月ニコニコ合計
　　ハット合計

年間ニコニコ合計
　　ハット合計

169,000円
　　37,000円

2,420,124円
380,000円

◆ チャレンジ100 ◆
　各月の最終例会日は、全会員に出席を求める「チャ
レンジ100」 の日です。
　I miss you.
　今井　上　永井　南賀　大原　小林　小原　
　松田　藤田　村上（正）　尾崎（巖）　田中　

各会員お知らせ 大阪城南ロータリークラブのHPアドレスが
変わりました。
https://osakajonan-rc.org/

皆出席会員一覧表 （2019.6.30現在）

年数
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

梅崎

中谷（佳）　南賀　
尾﨑

井上

村上（泰）

村上（武）
岡部（倫）　岩永
三宅　中尾

奥田　
浅井
山本（智）
宮田
金山　

連続皆出席者氏名 通算皆出席者氏名

光信

岡部（泰）　

三木
山口　

西谷

山本（英）

濱田　

小原
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