
会員増強にご協力を！！

◆ 会 長 の 時 間 ◆

◆ 委 員 会 報 告 ◆

50周年実行委員会・記録委員会　濱田由弘会員
　50周年記念誌が出来上がりましたので、7月17日の例会
に皆さんに配布させて頂きます。お待たせして申し訳ありま
せんでした。

ゴルフ部　三宅善太郎キャプテン
　ゴルフ部1年間どうぞよろしくお願いいたします。ゴルフ部
の年間予定及び第1回のコンペの案内を入れておりますの
で、皆様ご参加ください。
　第1回コンペ申込み締切りは7月20日となっております。

雑誌・広報委員会　宮田正人委員長
「ロータリーの友」2020年7月号紹介
【7月号　横組記事より】
P.7
ホルガー・クナーク国際ロータリー会長メッセージ   
「今こそ楽観的になるべきなのです。」
P.8～19
ホルガー・クナーク国際ロータリー会長の紹介記事
RI初のドイツ人会長　　

P.22～P37
ガバナーの横顔  第2660地区 簡 仁一ガバナーは、P.33

のロータリアンの寄付金を財源として、奨学金を支給し
支援する民間の奨学団体です。将来、母国と日本との
懸け橋になって国際社会で活躍する留学生を奨学するこ
とを目的としています。優秀とは「学業」に対する熱意
や優秀性はもちろんのこと、「異文化理解」「コミュニ
ケーション能力」への意欲や能力に優れている点が
含まれます。我が大阪城南ロータリークラブでは理想的
に体現している人物がおられます。元米山奨学生から
現在ロータリアンになっておられる松田会員です。
　年間の奨学生採用数は860人（枠）、事業費は14億
4千万円（2018-19年度決算）と、国内では民間最大の
国際奨学事業となっています。これまでに支援してきた
奨学生数は、累計で21，023人（2019年7月現在）、そ
の出身国は世界129の国と地域に及びます。
　大阪城南RCは今年度世話クラブではありませんが、
寄付金による貢献を行っております。将来また世話クラ
ブとなることも楽しみにしております。

　本日は4名の新入会員をお迎えすることとなり、心
よりうれしく歓迎いたします。
　米山記念奨学会についてご紹介いたします。米山記念
奨学会は外国人留学生を支援する民間最大の奨学団
体です。ロータリー米山記念奨学会は勉学、研究を志
して日本に在留している外国人留学生に対し、日本全国

本日の例会本日の例会本日の例会

出席会員 40名（内免除会員 11名）
会員総数 47名（同上 15名）
ゲスト　　1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24日（第4例会）次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

7月10日（第2例会）

7月17日（第3例会）

7月31日（第5例会）

恒元直之会員
細川直人会員
元氏成保会員
青野縣一会員

＜フランス　肉料理＞

シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間（東中）
松田振興国際奉仕委員長

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

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

休　会

●先週の記録

細川満香（細川直人会員ご夫人）
●ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

●新会員自己紹介

●食膳

●例会場

●就任挨拶

　　　　　ホームクラブ出席率93.02％
6月26日（第4例会）補正出席率100％（MU3名）

　計　　41名
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に紹介されています。
P.48～51
新型コロナウイルス感染症から医療従事者を守る

P.57～63
連載コミック  ポール・ハリスとロータリー
第Ⅰ章　ポールの生い立ち（前半）

【7月号　縦組記事より】
P.4～8
「夢持ち続け日々精進」
株式会社A and Live
代表取締役（元ジャパネットたかた）  髙田 明氏

P.13
卓話の泉　メタボリックシンドローム 
住友病院名誉院長最高顧問　松澤　佑次氏（大阪RC）

卓  話 7月10日＜第2例会＞

　今年度、副会長、クラブ奉仕委員
長を拝命しました尾﨑敬則です。副
会長は会長に何か支障があった時
のピンチヒッターで、何事もないのが
一番です。
　村上泰啓会長には、私が会長の時、

幹事として支えて頂き、大変お世話になりました。ご恩返しの
意味でも、会長の①例会の充実、②会員増強、③豊原北区
RC35周年とRI世界大会（台北）への参加、④RAへの支
援、⑤ITの活用という5つの目標に向かって、小原幹事、
南賀SAAをはじめ役員、理事の皆様と共に、精一杯努力
したいと存じます。
　副会長は、同時にクラブ奉仕委員会の委員長でもあり
ますが、同委員会には、副委員長に岡倉大先輩、委員に
梅崎、西谷、石濱、浅井、泉、宮田、山本（智）会員がおられ、
大変心強く思っております。なお、延期となりましたクラブ
奉仕関係のクラブフォーラムについては、会長、幹事をは
じめ役員、理事の方々などともご相談をし、何とか開催で
きれば、と願っております。どうぞこの一年よろしくお願い
いたします。

　本年度の職業奉仕委員長を拝命
いたしました。若輩の身で委員長とは
大変お恥ずかしい限りですが、ロー
タリーの職業奉仕とは何か、これを
機に勉強したいと思います。
　委員会のプログラムは職場見学と

フォーラムを予定しております。しかし新型コロナの感染
状況によっては職場見学の方は難しいかと思います。柔
軟に対応していきます。
　本年度の主眼は、特に若手会員に職業奉仕について
考え、何か感じてもらう場を設ける事といたします。フォー
ラムはもとより、勉強会も出来ればと考えています。その
際には先輩会員にお助け頂ければ幸いです。
　どうか1年間宜しくお願いいたします。

　青少年奉仕委員長を仰せつかりま
した山本英樹です。本年度の青少年
奉仕委員会は、副委員長に山本（智）
会員の2名で活動してまいります。
　現在、決定している事業は、来年
5月に開催のクラブフォーラムです。

内容については、今後検討したいと考えています。また、
会長の運営方針に基づき、大阪城南ロータリークラブに
ふさわしい今後の青少年奉仕活動内容を検討したいと
考えます。
　皆様のご支援、ご協力よろしくお願いいたします。

　今年度、社会奉仕委員会委員長を
仰せつかりました濱田です。今年度
の社会奉仕委員会のメンバーは副
委員長 山口会員と遠田会員です。
　今年度の事業計画といたしまして、
iPS細胞研究所への寄付、今年10月

の「経済と地域社会の発展月間」での卓話とフォーラムを
計画いたしております。社会奉仕を調べましたら奉仕の
第3部門である社会奉仕は、クラブの所在地域内または
行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、
時には他と協力しながら会員が行うさまざまな取組みか
らなるものです。社会奉仕に関する方針として1923年の
声明、決議23-34と1992年の声明、決議92-286があり
ます。両社の大きな違いは、前者がロータリーの奉仕活
動全般に対する指針であるのに対して、後者は社会奉仕
の実践のみに限定された指針とあります。
　皆様ご指導、ご協力を宜しくお願いいたします。

▲新会員入会式　左から青野会員、細川会員令夫人、
　村上（泰）会長、細川会員、恒元会員、元氏会員

▲米山功労者感謝状

尾﨑敬則会員
「就任挨拶（副会長）」

三宅善太郎会員
「就任挨拶（職業奉仕委員長）」

山本英樹会員
「就任挨拶（青少年奉仕委員長）」

濱田由弘会員
「就任挨拶（社会奉仕委員長）」

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
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（編集担当　泉・野村）

7月10日（第2例会）
恒元様、細川様、元氏様、青野様、ようこそ大阪
城南RCへ。会員一同歓迎いたします。

村上（泰）会員
４名の新入会員おめでとうございます。

岡部（泰）会員
恒元会員、細川会員、ようこそ。立派なロータリ
アンを目指して頑張ってください。

境会員
元氏さん、青野さん、恒元さん、細川さん４人の
新入会員を迎えて。　　　　　　　　  

中本会員
新入会員の皆様、入会おめでとうございます。新
入会員を含めた皆さん、今年１年副会長を拝命
しました。どうぞよろしくお願いいたします。

尾﨑（敬）会員
本日入会の青野縣一氏をよろしくお願いいたし
ます。

浅井会員
本日、職業奉仕委員長の卓話です。1年間宜しく
お願いいたします。

三宅会員
本日入会させて頂く元氏さんです。皆様よろし
くお願いいたします。

岡部（倫）会員
コロナの抗体検査（－）でした。
今日から腱板断裂の手術で入院します。

岩永会員
今後とも末永くよろしくお願いいたします。

恒元会員
境先輩の紹介で入会いたしました。これから長
い良いお付き合いを宜しくお願いします。

細川会員
本日入会させて頂きました。今後ともよろしく
お願い申し上げます。

元氏会員
本日入会させて頂きました。今後ともよろしく
お願いします。

青野会員
本日の会報、「会長の時間」東南RC松田会長では
なく、松井会長でした。申し訳ありません。
南賀さん、先週の会報、お誕生日お祝いが抜けて
おりました。申し訳ありません。

泉会員
その他、お祝い　2件
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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




