
ロータリー親睦活動月間

◆ 会 長 の 時 間 ◆

◆ 幹 事 報 告 ◆

　地区米山奨学委員会より今月の“ハイライトよねやま”
が届いております。山口米山奨学委員長に回付いた
しております。

◆ 委 員 会 報 告 ◆

雑誌・広報委員会　宮田正人委員長
　コロナの影響で発行が遅れていましたが、ロータリー
の友5・6月合併号が先日届きましたので、取り急ぎ皆
様のポストに配布しております。ご一読ください。
　なお、7月号に関しましてもすでに臨時会報vol .7で
ご案内の通り、編集・製本工程の関係から、遅れる可
能性があります。ロータリーの友事務所より届き次第、
配布いたしますので、ご了承ください。

　今週15日（月）に先週お知らせしました友愛プロジェク

トの贈呈式がガバナー事務所で行われ、出席して参りま

した。総額2,000万円の医療用品を各クラブと地区の共

同奉仕活動として、最も必要とするところにピンポイント

で届けるというのが、プロジェクトの主旨です。今回の贈

呈式ではIM6組が担当する大阪府立病院機構に医療用

フェイスシールド5,000枚を寄贈しました。このフェイス

シールドは当地区に所属する会員の企業が製造し、今月

9日に同機構傘下の5つの病院、具体的には、（大阪急性

期総合医療センター／大阪はびきの医療センター／大

阪精神医療センター／大阪国際がんセンター／大阪母

子医療センター）に配布し、既に現場で使われています。

　贈呈式に出席された本部長の見浪理事のお話では、

「フェイスシールドは、今もまだ手に入りにくい状況で、現

物で頂けたのは非常に有難く、また国産で品質も保証さ

れている点でも安心して使うことができます。」と喜んで

おられました。私共の協力した寄付金が有効に使われ

最前線で働く人々の役に立っていることをうれしく思います。

本日は、内藤副会長の卓話に続いて変則的ですがクラブ

協議会、臨時総会を行います。宜しくお願いします。

本日の例会本日の例会本日の例会

出席会員 35名（内免除会員 10名）
会員総数 44名（同上 16名）
ゲスト　　0名
ヴィジター 2名

本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

7月3日（第1例会）次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

6月19日（第3例会）

シェラトン都ホテル大阪　4階　大和の間
・前年度　会長　幹事

・誕生日　結婚記念日　入会記念日
 会社創立記念日

村上　泰啓会長
小原　一眞幹事
南賀　勝之 SAA
三木　敏裕会計

　　　　　11：30～12：10
シェラトン都ホテル大阪　3階　 ホワイエ
　　　　　13：40～15：00
シェラトン都ホテル大阪　4階　大和東の間
＜日本料理　七夕定食＞

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

6月26日（第4例会）

7月10日（第2例会）

　
副会長　尾﨑　敬則

職業奉仕委員長　三宅善太郎
青少年奉仕委員長　山本　英樹
国際奉仕委員長　松田　振興

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

●先週の記録

稲葉修子・植月由佳 （南賀会員友人）
●ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

●就任挨拶

●例会場

●表彰
●年間皆出席および通算皆出席
●ホームクラブ連続100回皆出席
●ホームクラブ連続皆出席
●お祝

●就任挨拶

●理事会

●クラブ協議会

●食膳

●例会場

●退任挨拶

　　　　　ホームクラブ出席率92.11％
2月28日（第4例会）補正出席率100％（MU3名）

　計　　37名
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会員増強にご協力を！！

◆クラブ協議会◆
青少年奉仕委員会　村上武史委員長

　本年度の活動については、青少年奉仕委員会が本年
度の役員から強く求められていた「春のRYLA」へのサポー
トが1番の行事でしたが、新型コロナの影響で中止にな
りました。唯一の活動は、昨年の12月24日（火）に浅井幹
事、附属の副校長先生、生徒4名と共に生野聴覚支援学校
へ書籍の寄贈を行いました。
　次年度への資料の引継ぎは次年度委員長と終えております。

クラブ奉仕委員会　内藤喬皓委員長
　副会長というのはクラブ奉仕委員長でもあります。7部
門の委員会を取り纏めてクラブの活性化を図る重要な
委員会でございます。

「1年を振り返って」

　2019年-2020年 RI会長 マーク・
ダニエル・マローニーの「ロータリー
は世界をつなぐ」をテーマにスター
トしました。
　「ロータリーは、ロータリーがなけ
れば出会うことがなかった人びとたち
とのつながりをもたらしてくれます。」 

　又、2660地区 四宮ガバナーは「Stand By You ～あ
なたと共に～」をスローガンとされ、新たな友人が出来た
喜びを分かち合いましょう、奉仕する喜びを分かち合い
ましょう、といっておられます。
　中谷会長年度は、50周年度という節目を終え新たな
一歩を踏み出す年度でありました。 
　先ず最重点項目である会員増強
野村　篤 2020年1月17日（推薦者　山本英樹・山口　寛）、
1人の入会がありました。なお、数人の入会予定者がいる
と嬉しい噂を伺っています。

「春のRYLAセミナー」ホスト
　2020年5月2日～4日　大阪府立海洋センターで予定
されておりましたが、コロナのため中止になりました。梅崎
委員長をはじめ大変なご苦労をされた会員の皆様、本当
にご苦労様でした。 
　西谷委員長のもとにロータアクトクラブの支援・運営を
サポートいたしました。 
　まだまだ先が見えませんが、新型コロナウイルスの抗原・
抗体検査・PCR検査・ワクチン・特効薬の開発・ドラッグリ
ポジショニング（既存薬の転用）の評価が進み実用化が
期待されています。出来るだけ早期に集団免疫を獲得出
来、少しでも早く人類がこのウイルスに打ち勝つ日が来る
事を望んでいます。 

　「冬憶ふまじ 今紅くナナカマド」　嶋田摩耶子
　どんな人にもつらい時、嫌な時があり人生の冬もある。
それに備えてその日その日を一生懸命過ごせば心は安
らかでいられる。早く日常が取り戻せるよう、皆さんもう少
し耐えて、それなりに楽しく過ごしましょう。 

卓  話 6月19日＜第3例会＞ 　2019年7月5日に就任挨拶のあと、当ホテル「うえまち」
において 酒味の会 村上武史キャプテンとのコラボとして
クラブフォーラムを行い、会員増強というテーマで活発な
意見交換をすることができました。そして本日の卓話が
私に与えられた責務でありました。

規定・情報委員会　三木敏裕委員長
　2019年4月にロータリー手続要覧が改定され、2020年
1月に改定版を会員に配布いたしました。この改訂版の
中で、メークアップルールが現行の「メークアップは欠席
した例会の前後2週間に行うもの」から「同一年度内に行
えばよい」と改正され、2019年7月より発行しております。
　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、2019年のロータリー手続要覧の「メーク
アップは欠席した例会の前後2週間に行うものとする」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
しますと提案されております。この後、クラブの臨時総会
で、変更の手続きをお願いしております。
　この件につきましては、私が河内総合病院に入院中の
2020年2月28日、小﨑プログラム委員長に「2019年ロー
タリー手続要覧改定についての説明」と題しまして、卓話
をお願いいたしました。
　また、新入会員のレクチャーを平田会員・野村会員に
対していたしました。
　選考・分類委員会につきまして、私の病気のため審議
を中谷会長、浅井幹事にお願いいたしました。

会員増強委員会　中本和洋委員長
　本年度の会員増強委員会は、皆様のご協力のお陰で、実
質的には6人の新入会員を獲得することができました。しか
し、残念ながらコロナ禍の影響で入会式を開催することが
できず、4人の入会は次年度に繰越しとなりました。
　西谷次期委員長には、就任早々4人の新入会員の入会
式を行うというビッグプレゼントを残すことになりました
が、これに満足せず、大いに会員増強活動に励んで頂き
たいと思います。

プログラム委員会　尾﨑敬則委員長
　今年度後半期2月までは、会員が入院されるなど、やむ
を得ない事情による卓話等プログラムの変更がありまし
たが、いずれも想定内のことであり、然るべき対応をして
まいりました。
　ところが、3月からは新型コロナウイルス感染による休
会が始まり、ご予定頂いた卓話やフォーラム等もして頂
けなく、またいつ再開されるか判らないため、とりあえず
卓話をお願いしたものの、結局休会が続いたり、あるい
は予定変更となるなど、会員の皆様にはご迷惑をおかけ
しました。申し訳ありませんでした。次年度の浅井プログラム
委員長との引継ぎは終わっております。

おも あか

内藤喬皓　副会長

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！！

・2019年8月9日プログラム委員会からの依頼で地区か
ら講師をお招きし卓話「My ROTARYとRIが目指す方
向」と題して行いました。
・親睦委員会と合同で、大阪城南ロータリークラブホーム
ページに掲載する会員の「私の履歴書」を作成中です。
※タブレット講習会をもう一度開催したかったのですが、
現在コロナウイルスの関係もありできませんでした。
次年度への引継ぎは終わっております。

R財団・米山奨学委員会　山口　寛委員長
　ご存知のように私共委員会は終始、会員の皆様にR財
団及び米山奨学会の活動財源、いわゆる寄付金集めの
お願いをするという立場にありましてこの一年間、大変ご
無理を申し上げたことと思っております。
　今年はおり悪しく思いもかけぬ新型コロナウイルス感
染禍に直面し、クラブ活動は固より皆様には心穏やかで
ない生活環境の中でのお願いでございました。
　例会が休会となり3ヶ月も過ぎますとさすがに期首に
定めた目標額達成に危惧の念を抱くようにもなりましたが、
この期に及んで会員の温かいご理解、ご支援でなんとか
R財団・米山奨学金とも予定の目標額をクリヤーできる目
安となって参りました。
　あと10日ばかり日数もございますので正確な数字は
後日になりますが、取り敢えず御礼のご報告とさせて頂
きます。有難うございました。

会　計　岩永建保会員
　新型コロナによる活動自粛の影響により、ニコニコな
ど収入が減少しているものの同時に支出も減少している
ため、全体のバランスにつきましては引き続き良い状態
です。

研修リーダー　境　髙彦会員
　2011年度初めて研修リーダーの制度が施行され、初
代リーダーに西村五郎会員がなられました。
2012～13年度　西村研修リーダー（再度）
13～14年度　梅崎研修リーダー
14～15年度　岡倉研修リーダー
15～16年度　光信研修リーダー
16～17年度　光信研修リーダー
17～18年度　光信研修リーダー
18～19年度　今岡研修リーダー
19～20年度　境研修リーダー

　研修リーダーの目的は、立派なロータリアンを育てるこ
とであります。ロータリーの基礎知識をメンバーに徹底す
ることが大事であると考え、2020年3月6日の地区研修
リーダーの卓話に『ロータリーの活力－それは会員増強
から－』をテーマに話をする予定で準備していましたが、
新型コロナウイルスのため行われず、また夜クラブフォー

雑誌・広報委員会　宮田正人委員長
　2019-2020年度『ロータリーの友』2月号までは基本的に
第2例会時に推奨記事を紹介させて頂きました。ただ、3月
以降はコロナの影響で通常例会が休会になったため、
3月号および4月号は郵送にて配布。5月・6月合併号は
6月19日（金）第3例会時に配布いたしました。

会報委員会　宮田正人委員長
　2019-2020年度はコロナの影響でクラブ会報におき
ましても通常年度と異なり、イレギュラーな発行となりま
した。2月までは会報委員の皆様の協力で非常にスムー
ズに運営を行うことが出来ました。ただ、3月以降につき
ましてはコロナの影響で例会は休会になりましたが、臨
時会報という形で発行する運びとなりました。計7刊発行
いたしましたが、例会がないため掲載記事を収集するこ
とに非常に苦労いたしました。

三宅善太郎SAA
　事業計画通り出来なかった点もございますが、概ね予
定通りに実施いたしました。新型コロナウイルスによる
休会は誰もが予想出来なかった事態ですが、休会と再開の
判断が大変難しいと感じました。今後もコロナ対策を考慮し
た例会が必要かと思います。
　次年度SAA、南賀会員への引継ぎは終了しております。

職業奉仕委員会　井上裕貴委員長
　今年度は事業計画書通りに進めてまいりました。11月
15日、神戸村野工業高校と（株）熊野工作所の工場見学
を行いました。
　1月17日は職業奉仕月間に地区より山崎委員長をお
招きし卓話とフォーラムを実施しました。

社会奉仕委員会　山本英樹委員長
　本年度は、10月に「市民後見人と地域社会」をテーマ
にクラブフォーラムを開催いたしました。なお、引継ぎは
完了しております。

　国際奉仕委員会　濱田由弘委員長
・2019年11月24日に姉妹クラブ豊原北区RCより依頼
があり、理事会の承認を受けWCS国際奉仕のため台湾
技術高校の低所得家庭優秀学奨学金として、日本円で
約15万円の寄付をしました。
・2月「平和と紛争予防／紛争解決月間」に地区より講師
をお招きし、2月14日に卓話とフォーラムを行いました。
※次年度は台湾豊原北区RCが35周年なので対応よろ
しくお願いいたします。

　次年度への引継ぎは終わっております

IT推進委員会　濱田由弘委員長
・2019年7月26日に例会後、タブレット講習会を行いました。
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6月19日（第3例会）
当社の第2倉庫が完成しました。設計して頂
いた小原さん有難うございました。

村上（泰）会員
卓話させて頂きます。

内藤会員
いよいよ来週であがりです！

三宅会員
ニコニコです。

　　　　　　　    岡部（泰）会員
その他、お祝い6件　早退お詫び1件

に こ に こ 箱

・

・

・

・

・

◆ 臨 時 総 会 ◆

　6月19日例会終了後、クラブ細則第4条に基づき33名
の出席を得て臨時総会が開催され、下記の通り承認可決
されました。
（1）クラブ細則を改正して現行の「欠席例会の前後14日

間のメークアップルール」を堅持する。
（2）本年度コロナ禍により休会した間の1人当たり食事

費を5万円とし、次年度前期会費を徴収する際、この
分を控除する。

ラム（研修リーダー担当）も行われずに終わり残念な結果
になってしまいました。

ライラ実行委員会　梅崎道夫委員長
　大阪城南ロータリークラブがホストを務める「春の
RYLA」を、2020年5月2日～5月4日まで大阪府青少年
海洋センターで開催する予定でしたが、残念ながらコロ
ナ感染症の影響で中止することになりました。
　しかし、会員の皆様が、RYLAの準備期間を通して
2660地区の青少年活動に関わり、学んだことは、今後の
クラブ運営にも役立つものと確信しております。この間の
会員各位の積極的なご協力に感謝申し上げます。

中谷佳正会長
　皆さん、1年間有難うございました。後半は、コロナ禍に
より不安定な状況の中、各委員会、十分な活動は難しかっ
たですが、それぞれ工夫をして進めて頂いたと思います。
　3ヶ月間休会という前例のない年となりましたが、皆様
のご協力に感謝申し上げます。

（編集担当　田中・泉）

（編集担当　田中・金山）

お知らせ

新役職　相談役
メール　y.nakao7505.@outlook.jp

中尾𠮷計会員　役職及びメール変更

▲マルチプル ポール・ハリス・フェロー表彰　浅井会員

▲クラブ協議会1

▲クラブ協議会2
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