
会員増強にご協力を！！

2020～2021年度　会長就任のご挨拶2020～2021年度　会長就任のご挨拶

会長　村上泰啓
　創立から52年を迎えます歴史ある大阪城南ロータリークラブの
会長に就任することとなり、身に余る光栄と存じます。これから1年皆様
と共に充実した、楽しいロータリークラブ運営に努めてまいります
のでどうぞよろしくお願いいたします。
簡仁一第2660地区ガバナーは、地区ビジョンとして
・第2660地区はRIテーマを理解し、地域の特性にあった活動をす
ることにより具現化します。
・ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界及び地
域社会で良い変化を生み出します。
・それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブになることを目
指します。
を挙げられました。

　我がクラブの運営は、RIのテーマや地区のビジョンを踏まえ次の目標を掲げ、その実現のため
に努力して参ります。
1.例会の充実を図ります。楽しく、また魅力ある例会を目指します。
2.会員の増強に努めます。
3.豊原北区RCの35周年式典の出席及び台北世界大会への出席
本年度、双子クラブである豊原北区RCの35周年式典があります。大阪城南RCの50周年式典
には豊原北区RCから奥様方も同伴で大勢御祝いに来て頂きました。当クラブからも大勢で
御祝いに参加したいと思います。また、引き続き台北での世界大会が行われます。皆様と共に
参加出来ればと期待しております。
4.ローターアクトクラブの支援
ローターアクトクラブが3年目を迎えますが、優秀なローターアクトメンバーが揃って活動して
おります。引き続き支援して参ります。
5.ITの活用　コロナ感染防止の面もあって、ITは避けて通れないツールになっていると思います。
具体的にロータリークラブでもITの活用が進んでおります。地区との情報交換会、補助金セミ
ナーまた次年度理事会がWEB会議で行われました。PETSもDVDと参考資料で行われました。

　未だコロナ禍の第2波、第3波の到来の心配がありますが、それらを乗り越えて充実した楽しい
クラブ運営を目指します。理事、役員、会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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◆ 会 長 の 時 間 ◆

◆ ガバナー補佐エレクトご挨拶 ◆

◆ ガバナー補佐ご挨拶 ◆

◆ 幹 事 報 告 ◆
浅井 晃幹事

①36年間の長きにわたりご在籍なさいました、佐々木
正治郎会員より、2020年6月24日付で、健康上の
理由をもって退会届の提出がありました。持ち回り
理事会で審議いたしました所、ご異議がございません

　7月よりガバナー補佐を拝命いた
します大阪大手前RCの大蔭政勝で
ございます。1年間どうぞよろしくお
願いいたします。
　ホルガー・クナークRI会長エレクト
は「ロータリーは機会の扉を開く」を

テーマに掲げておられます。これはロータリーに参加す
ることで色々な機会を私たちに与えてくれる。「BACK,To 
the FUTURE. BACK to the Basics. ロータリーの基本
を見直して、Fly to the Future.新しい世界観を作って
いきましょう。」というビジョンです。ロータリーのビジョンを
皆様と共有して頑張ってまいりたいと思っております。

　先日最終の第5回フレッシュロー
タリー親睦交流委員会を開催したと
ころ、大阪城南RCからは全員参加と
いうことで大変感謝しております。こ
の委員会は新しい方が参加して頂い
て、お互い横のつながりをもてるよう

にということで実施いたしました。そして「友愛」社会奉仕
活動として、フェイスシールド・防護服・PCR検査キットを
医療機関に送らせて頂きました。1年間どうもありがとう
ございました。

　北村様、大蔭様、ようこそお越しくださいました。
　北村ガバナー補佐には、この1年いろいろアドバイスを
頂き、お世話になりました。心より御礼申し上げます。又、
大蔭ガバナー補佐エレクトには次年度お世話になります。
何卒よろしくお願いします。

本日の例会本日の例会本日の例会
出席会員 33名（内免除会員 8名）
会員総数 44名（同上 16名）
ゲスト　　2名
ヴィジター 0名

本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

7月10日（第2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26日（第4例会）

シェラトン都ホテル大阪　4階　大和の間（東）
・前年度　会長　幹事

（後記一覧表にて記載）

中谷会員

境（10）　山本（英） （10）　井上（10）　
岩永（10）　三宅（10）　奥田（20）　
野村（10）　　　　　　　　　   各会員
・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　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

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　大和の間（中）

7月3日（第1例会）

7月17日（第3例会）

濱田由弘社会奉仕委員長
中谷佳正R財団・米山奨学委員長

中本和洋研修リーダー
田中浩之RAC委員長

青野縣一氏（薬　　局）
細川直人氏（生命保険）

元氏成保氏（弁護士：一般）
恒元直之氏（平版印刷）

尾﨑敬則副会長
三宅善太郎職業奉仕委員長
山本英樹青少年奉仕委員長
松田振興国際奉仕委員長

＜日本料理　松花堂弁当＞

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

北村　讓（ガバナー補佐）
大蔭政勝（ガバナー補佐エレクト）

●ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

●就任挨拶

●新会員入会式

●就任挨拶

●食膳

●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

　　　　　ホームクラブ出席率91.67％
6月12日（第2例会）補正出席率100％（MU4名）

　計　　35名

大蔭政勝ガバナー補佐エレクト

北村 讓ガバナー補佐

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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◆ 委 員 会 報 告 ◆

R財団・米山奨学委員会　山口 寛委員長
　R財団・米山奨学委員会から今年度最後の報告となり
ました。先週、各委員会の活動報告でも申し上げましたよ
うにR財団、並びに米山奨学金の寄付集め活動も再開し
た6月の例会日から最後の追い込みに入り、多くの会員
に再度のご無理な支援をお願いいたしました結果、初期
の目標額達成になんとか辿り着くことが叶いました。これ
で当クラブとして長年続けてきました地区の中堅的な面
目を保つことが出来たと安堵しております。心から感謝い
たします。その6月度にご協力くださいました11名の会員
をご紹介いたします。尾﨑敬則会員、中谷佳正会員、岡部
泰鑑会員、境 髙彦会員、岡部倫正会員、小林正啓会員、
三木敏裕会員、濱田由弘会員、平田芳久会員、野村 篤
会員、西谷雅之会員です。有難うございました。

2020-2021国際奉仕委員長　松田振興会員
　豊原北ロータリークラブ35週年とロータリー国際大会
（台北）が来年6月にあります。国際大会の登録が始まっ
ております。ぜひご参加よろしくお願いいたします。

次年度SAA　南賀勝之会員
　次年度、クールビズのドレスコードとして、上着の着用を
お願いいたします。ネクタイについては、お願いしません。

　でしたので、理事会は是を承認いたしました。誠にご苦
労様でございました。心より御礼を申し上げます。

②地区特別プロジェクト「友愛」によるフェイスシール
ド寄贈の記事が新聞掲載されましたので回覧いた
しております。

③幹事として最後のお仕事でございます。2019-20
年度 年次報告書を7月31日までに提出して頂きま
すようにお願いいたします。

まだ、第2波、第3波が来ることも予想されます。こういう
時こそロータリーの原点であります相互扶助精神に基づ
きそれぞれの専門分野の知恵を出しあい助け合いたい
と思います。
　最後にこの1年、適切なアドバイス、また私の不足分を
カバーして頂きました浅井幹事、内藤副会長、三宅SAA、
　理事・役員の皆様はじめ会員の皆様のご協力に深く感
謝申し上げ退任の挨拶といたします。
　1年間、本当にありがとうございました。

　本日は本年度の最終例会でござ
います。本年は皆様もご存知のよう
に3月から5月の3ヶ月間コロナ禍に
より長い空白の期間が出来ました。
一時はこのまま今年度も終わるのか
と心配しましたが、何とか最後の3回

をこうして例会を開き、最後を締めくくることが出来たこ
とを心より感謝いたします。
　さて本年度当クラブは、前年度に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であったと思います。
　会員基盤の強化を念頭に置き、全力で尽くすべく、会員
増強、春のRYLA等5つの重点項目を掲げやってまいりま
したが、下半期はRYLA中止等コロナに振り回されてしま
いました。会員皆様もロータリーだけでなく、仕事面でも
多かれ少なかれ何らかの影響が出ていると思います。

卓  話 6月26日＜第4例会＞

　1年間、叱咤激励を頂きまして、大
いに人生勉強をさせて頂きました。
ありがとうございました。
　「ロータリーは世界をつなぐ」との
国際ロータリー・スローガンに因み、
年度初めに幹事として「城南ロータ

リーは会員をつなぐ」との目標を立てました。
　しかしながら、年度後半には、米山奨学生のお世話ク
ラブ変更、新型コロナウイルスの感染拡大、RYLAセミ
ナーの中止、3ヶ月にわたる例会の休止等と舵取りに難
渋し、翻弄され続けた半年になってしまいました。よく
考えてみますと、これらは全て人為的災害です。城南ロー
タリークラブとしては、この事実を真摯に捉え、認識を
新たにして、次年度以降は決して繰り返してはならない
と思います。危機管理の重要性を痛感いたします。

　2期にわたって、会計を務めさせて
頂きました。
　会計の実務は、髙谷さんに委せきりで、
判子付きに徹底させて頂きました。
これといった仕事もしないままでしたが、
皆様のご支援により、会計上の問題は

発生しなかったと思っております。大ベテランの三木さんに
引き継ぎます。ありがとうございました。

　会員の皆様1年間、大変お世話にな
りました。衷心より御礼申し上げます。
不行き届きの点が多数あったかと存じ
ますが、どうかロータリー寛容の精神
でお許しくださるようお願い申し上げ
ます。あっという間の1年でしたが、後半

は新型コロナウイルスの影響で、長期の休会というかつ
てない事態に立ち合いました。この貴重な経験を生かして
今後も与えられた役目をお勤め出来ればと思います。
　次年度は南賀会員にバトンタッチいたします。パスト会長で
あり、ロータリーアンとしてのみならず日頃より多方面でご
指導して頂く大先輩であります。城南RCらしい例会を追及し
実行される事だと存じます。新年度の例会を楽しみにしてお
ります。

中谷佳正会員
「退任挨拶（会長）」

浅井 晃会員
「退任挨拶（幹事）」

岩永建保会員
「退任挨拶（会計）」

三宅善太郎会員
「退任挨拶（SAA）

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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（編集担当　泉・野村）

　最後になりましたが中谷会長、浅井幹事、温かくご指導頂き
有難うございました。髙谷さん、ピアノの藤村さん、ホテルの
皆様、誠に有難うございました。

6月26日（第4例会）
北村ガバナー補佐、大蔭ガバナー補佐エレクト
をお迎えして。
1年間ありがとうございました。

中谷会員
1年間ありがとうございました。

浅井会員
SAA最後の日です。皆様ありがとうございました!

三宅会員
2年間、会計御支援ありがとうございました。

岩永会員
ライラ実行委員会の梅崎です。春のライラは
実現しませんでしたが、会員の皆様のご協力
に感謝します。

梅崎会員
執行部の皆様、おつかれ様でした。

岡部（泰）会員
中谷執行部、お疲れ様でした。

中本会員
三宅SAA1年間お疲れ様でした。

南賀会員
尾﨑（敬）プログラム委員長の苗字を間違えま
した。大変失礼いたしました。

三木会員
36年間在籍中は大変お世話になり、ありがとう
ございました。

佐々木会員

その他、お祝い、早退お詫び　3件

に こ に こ 箱
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6月ニコニコ合計

年間ニコニコ合計

379,000円

　　1,983,829円

皆出席会員一覧表 （2020.6.30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（敬）

井上

村上（泰）

村上（武）
岡部（倫）　岩永
三宅　中尾
尾崎（巖）
奥田　
浅井
山本（智）
宮田
金山　松田
石濱　泉　田中

連続皆出席者氏名 通算皆出席者氏名

光信

境

山口　

西谷

山本（英）

濱田　

▲2019-2020 理事・役員

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


