
ロータリー親睦活動月間

◆ 会 長 の 時 間 ◆
　連日のように新型コロナウイルス関連のニュースが報
じられております。また、今週になって政府の感染対策の
基本方針が出ましたが、ロータリーにおきましても地区
から新型コロナウイルス感染拡大に伴う当面の対応につ
いて、以下の基本的な考え方が示されました。
1．健康被害回避を最優先とし、安全サイドでの対応を
第一に考える。

本日の例会本日の例会本日の例会

出席会員 33名（内免除会員 6名）
会員総数 45名（同上 15名）
ゲスト　　0名
ヴィジター 0名

6月26日（第4例会）

本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会 6月19日（第3例会）次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

2月28日（第4例会）

シェラトン都ホテル大阪　4階　浪速の間

中谷　佳正会長
浅井　　晃幹事
三宅善太郎 SAA
 岩永　建保会計

3月・4月・5月・6月5日の例会は臨時休会
（新型コロナウｲルス感染症の予防のため）

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
 「一年を振り返って」
 　　　　　　　　　　   内藤喬皓副会長

　　　例会終了後
 ＜日本料理　松花堂弁当＞

6月12日（第2例会）

シェラトン都ホテル大阪　4階　大和の間
・ホームクラブ連続皆出席
山口（870）　中尾（30）　　    　各会員
・誕生日
3月 今井　三木　平田　　　   各会員
4月 濱田会員
5月 松田　村上（泰）　西村　上　
　　山本（智）　　　　　　　   各会員
6月 西谷会員
・結婚記念日
3月 岩永　光信　三宅　宮田
　　尾﨑（敬）　野村　　　　   各会員
4月 浅井　今井　村上（武）　山本（智）
　　　　　　　  　　　　　    各会員
5月 濱田　内藤　中尾　野中　小原　
　　尾崎（巖）　 佐々木　遠田　上　
　　　　　　　　　　　　　   各会員
6月 梅崎　平田　　　　　　   各会員
・入会記念日
3月 泉　宮田　永井　岡部（泰）　田中
　　　　　　　　　  　　　　各会員
4月 小林　中本　佐々木　上   各会員
5月 今井　三木　光信　野中   各会員
6月 濱田　三宅　中尾　境　   各会員
・会社創立記念日
3月 三宅　岡部（倫）  　　　    各会員
4月 小林　中本　野中　小原
　　岡部（泰）　尾﨑（敬）　境　佐々木
　　遠田　　　　　  　　　    各会員
5月 今井　松田　中尾　西村   各会員
6月 泉　光信　鈴木　　　　   各会員
　（新旧合同）　　11：30～
シェラトン都ホテル大阪　3階　葛城の間

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

●例会の記録

●例会場

●退任挨拶

●例会の記録

●例会場

●卓話

●クラブ協議会
●臨時総会
●食膳

●例会場

●表彰

●お祝

●理事会

　　　　　ホームクラブ出席率91.67％
2月14日（第2例会）補正出席率100％（MU3名）

　計　　33名

R I  2660地区
大阪城南ロータリークラブ

事務所 〒542-0012　大阪市中央区
谷町9丁目1番22号NK谷町ビル407号
TEL（06）6796-9898 FAX（06）6796-9899
https://osakajonan-rc.org/
E-mail:johnan25@crocus.ocn.ne.jp
例会場 シェラトン都ホテル大阪 上本町6-1-55
　　　TEL （06）6773-1111
例会日 金曜日 12：30

ROTARY  CLUB  OF

WEEKLY  BULLETIN
OSAK A  JONAN
創　　立
幹　　事

会　　　長
会報委員長

中 谷 佳 正
宮 田 正 人

1969. 5. 30
浅 井 　 晃

2019-2020年度国際ロータリー会長　マーク・ダニエル・マローニー

ROTARY CONNECTS THE WORLD
ロータリーは世界をつなぐ

NO. 2455
2020-6-12



会員増強にご協力を！！

「2019年のロータリー手続要覧の改正について」

1．2019年4月　RI決議審議会におけ
る審議結果
　日本からの提案は12件でした
（内採択4件）が、このうち第2660地
区からは2件提案し、2件とも採択さ
れました。
　第2660地区からの提案は、当初

4件でしたが、「RI準備金」に関する決議案はRI理事会、
「クラブセントラルレポートの共有」決議案は、RI担当委
員会で継続審議中ということで、決議案として審議する
必要がないとRI決議審議委員会が判断し、ガバナー及
び代議員同意の上、上程取り下げとなりました。

2．メークアップルールの改定について
　2019年4月、これまでの「メークアップは欠席した例
会の前後2週間に行うもの」とのメークアップルールが
「同一年度内に行えばよい」と改正され、2019年7月よ
り発効しています。
　手続要覧51頁のクラブ定款10条第1節（d）にその旨
の記載があります。

3．これに対する地区の見解は
　「例会出席はロータリー活動の基本であり、会員相互
の親睦、奉仕の基礎である。地区としては、これまでの
『メークアップは欠席した例会の前後2週間に行うもの』
として、このメークアップルールを堅持することを推奨い
たします。」とされています。

4．クラブ細則の改正の実施
（1）このように、メークアップルールは改正されたので

すが、同時に標準ロータリークラブ定款では、第10
条第7節にクラブが独自のメークアップルールを定
め、実行することが認められました。そこで、クラブ
が改正後の規定「同一年度内のメークアップルー
ル」を実施しない場合には、これまでの「欠席例会の
前後14日間」のメークアップを新たにクラブ細則に
定めることにより、クラブ独自のメークアップルール
として、これを実施することが出来ることになってい
るのです。

（2）この場合のクラブ細則に新たに付記すべき条文
として　
（例会欠席のメークアップ）
「クラブ定款第10条第1節（d）の規定にかかわらず、
会員は、例会を欠席する場合、欠席した例会の前後
14日以内にメークアップしなければならない。」と
いう条項が提案されています。

5．2016年ロータリー手続要覧の職業分類については、
2019年ロータリー手続要覧　標準クラブ定款において
は何も記載されていません。
　そのため、「5名またはそれ以上の正会員がいる職業
分類からは、正会員を選出してはならない。」という
2016年のロータリー手続要覧の「第2節　制限」の項
目もありません。

◆ 幹 事 報 告 ◆

1. 地区から、2月20日付けで「新型コロナウイルス感染
症拡大に伴う当面の対応について」という連絡が参っ
ております。その中に予防策が記されておりますが、
補足をさせて頂きます。
・例会場のような閉ざされた空間への病原体を持ち込み
を防ぐ意味から、発熱、咳、倦怠感等がある体調不良
の人は出席辞退をお願いいたします。
・マスク着用は発病者がするべきもので、予防的意味は
ありません。寧ろ、マスク着用をしているから大丈夫と、
人ごみの中へ出て行く事は大変危険です。マスクを過
信しないでください。
・アルコール消毒液はウイルスに対しては無効です。
石けんで時間をかけて手洗いし、ぬめりが取れる迄
しっかりと流水で濯いでください。
・咳エチケットは社会人のマナーです。染（うつ）らない
染さないを心がけてください。

2．延期、中止しても影響が限定的な行事、活動は原則と
して中止する。

3．ロータリアン以外の一般の方の参加が見込まれる行
事はより慎重な対応を行う。

4．ロータリー活動継続に不可欠な行事、活動で延期、
中止すると影響が大きいものは出来得る限りの予防
措置を講じた上で実施する。

5．感染拡大の状況に応じて柔軟に対応する。とりあえず
2月、3月開催予定の行事についての対応を判断し、
4月以降の行事については状況に応じて再度検討する。

◆ 委 員 会 報 告 ◆

R財団・米山奨学委員会　山口　寛委員長
　R財団・米山奨学委員会の山口です。日頃は当委員会
の事業活動に深いご理解、ご協力を頂き厚く御礼申し上
げます。早速ですが、1月、2月度に頂戴いたしました会員
のご寄付についてご披露いたします。先ず、入会間もな
い泉浩一会員と石濱宏章会員より早速のご寄付頂きま
した。次に現在、体調を崩しお休みされています鈴木良造
会員、それに今年度はすでに2回目の浅井晃会員より
今回も多額の寄付を頂戴いたしました。ご協力に感謝いた
します。
　下半期に入りましてロータリーの年度末も近づいてきま
した。未納でまだこれからと考えておられる会員は、現
在のドルレートをよく勘案されましてよろしくご協力くだ
さいますようお願いします。ご報告を終わります。有難う
ございました。

ローターアクト委員会　西谷雅之委員長
　3月4日第1回RAC移動例会について、新型コロナの
影響により中止します。

卓  話 2月28日＜第4例会＞

ーRI決議審議会における審議結果を受けてー
三木敏裕会員担当代役

プログラム委員会　尾﨑敬則委員長

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



会員増強にご協力を！！
（編集担当　田中・金山）

2月28日（第4例会）
村上（武）キャプテン、酒味の会ワインと料理
非常においしかったです。　　　　  南賀会員

酒味の会、村上（武）キャプテンお世話になり
ました。　　　　　　　　　　　　  三宅会員

平田会員、小川店長さん大変お世話になり
ました。会長、泰鑑さん、皆様ご協賛を頂き
なんとか酒味の会を終えることが出来ました。
有難うございました。
梅崎さん、日曜日しか出席できなくてすみませ
んでした。ダッジオーブン勉強になりました。

村上（武）会員

梅崎委員長をはじめ村上（泰）会員、村上（武）
会員、岡部（倫）会員、先週末プレライラお疲れ
様でした。　　　　　　　　　　　  松田会員

本日、三木会員の卓話代役です。宜しくお願い
します。　　　　　　　　　　 尾﨑（敬）会員
恥ずかしかったです。
　　　　　　　　　　　　　　　   野村会員
次回気をつけます。
　　　　　　　　　　　　　　　   小林会員

に こ に こ 箱

・

・

・

・

・

・

・

・

◆ 新 会 員 自 己 紹 介 ◆

　自己紹介をさせて頂きます。私は昭和48年8月9日に
兵庫県加古川市に生まれました。両親と姉の4人家族で、
しつけに厳しい母親のもと小さい頃は手がかからず、育
てやすい少年でしたが、反抗期を迎えるとその反動から
か一転し不良少年となります。たびたび問題行動を起こ
しては周りに迷惑をかける息子に対し母親は途方に暮
れてしまいます。
　理解のある父親や学校の先生に恵まれ何とか高校に
進学するも、2年生に進級したと同時に退学してしまいます。
社会や大人、親が決めるルールに従えなかった私は、
様々な仕事に就きながら人間を学んでいくこととなり、
21歳で不動産仲介の営業を始めた頃から、暮らしや精
神が安定していくようになります。当時から一緒に生活し
ていた今の妻の支えもあり又、先輩方にもお世話になり
30歳で独立～35歳で不動産免許取得に至ります。これ
からは逆に、社会や親に恩返しができるような人間に
成長したいと考えています。

野村　篤会員

2月ニコニコ合計 145,000円

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




