
会員増強にご協力を！！

◆ 会 長 の 時 間 ◆

◆ 幹 事 報 告 ◆
　本日ポストされました8月7日（金）の理事会の時間が
11：30のままですが、12：00に変更になっております。

◆ 委 員 会 報 告 ◆

IT推進委員会　濱田由弘副委員長
　皆さんこんにちは、IT推進委員会 副委員長の濱田で
す。8月7日（金）第1例会卓話の時間においてiPad講習
会を行います。講習会内容は理事会にて承認されたIT
化における電子名簿の配布及びその確認と使用方法の
説明です。当日はiPadもしくはご自身のタブレット持参
のうえ必ずご出席頂きますようお願いいたします。
　会員名簿のデータを皆さんのiPadメールアドレスに
8月3日（月）には送り、卓話当日に一斉に展開して使用
できる状態に持って行くという段取りです。
　また、電子名簿から直接電話を掛けたり、メールを送信
したりすることが出来る大変便利な作りになっておりま
すので、個人のスマートフォンにも入れておきたいと言う
方も事前登録を頂ければそちらにも配信いたします。
　50周年に在籍していた会員の方で、配布したiPadを使
用せず他のタブレットなどで大阪城南ロータリークラブの
ホームページと会報などを閲覧されている方は申告頂き、

内容の一部です。
・ロータリーのプログラム、会合、行事の全参加者の健康
と安全が何よりも重要である。
・ウイルス流行のため出席を希望しないいかなるロータ
リー参加者に対しても、直接顔を合わせる会合や行事へ
の出席が義務付けられない。
（この項目は中谷年度で「例会は出欠を問わない」という
理事会決定に合致しております。これは現年度でも9月まで
延長することになっております。）
・ガバナーは2020年（暦年）中のクラブ訪問をオンライン
会議を用いて行うことを強く奨励される。
（簡ガバナーは実際に来て頂けますからありがたいこと
だと思います。）
・地域リーダーは、2020年（暦年）中の研修セミナーとそ
の他の行事をオンライン会議を用いて行うことが強く奨
励される。
　以上ですが、RI理事会は2020年（暦年）中を一つの目
途と考え、この間はコロナ感染防止を徹底しようと提言さ
れています。

　私は会長就任挨拶でマイ・ロータリーは「宝の山」と
述べましたが、マイ・ロータリーに興味深い記事がありまし
たのでご紹介します。RI理事会が4月の会合で同意した
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メールアドレスを変更します。iPadのメールアドレス以外
への配信希望の方は個別に私の方にアドレスお教えくだ
さい。ご家族、会社の方も同席頂き講習会受講頂くのも大丈
夫です。食事など必要があれば事務局に申告してください
自費となります。会員名簿手帳も無くせば同じことですが、
電子名簿について大阪城南ロータリークラブのホームペー
ジに載せるのは安全上の問題もありますので個人のメー
ルアドレスに送ります。
　別途A4サイズで出力して簡易製本したものを実費
￥26,400（税込）でお渡しする事も可能です。ただし、その
場合少しお時間を頂くことになります。
　会員名簿は個人情報なので事務局、個人で出力出来な
い仕様になっております事も併せてご報告しておきます。
よろしくお願いいたします。
※補足（50周年に配布したiPadでは電話は掛けられませ
　ん。電話機能がないと駄目です。）

会計監査人 梅崎道夫会員
　2019年7月1日～2020年6月30日の一般会計収支計算
書、にこにこ会計収支計算書、周年事業基金、災害支援準
備金及び財産目録を監査した結果、適正にして正確なる
ことを認めます。

卓  話 7月17日＜第3例会＞

　今年度、国際奉仕委員会を務めさ
せて頂きます松田です。
　国際奉仕というのは国際理解、親善、
平和を推進するために実施する全て
の活動を言います。もちろん、今年度
もWCS（世界社会奉仕活動）が例年

通りに、台湾技術高校の低所得家庭の優秀生徒に奨学
金の寄付をさせて頂きます。また、平和と紛争予防／紛
争解決月間に講師をお招きし、卓話やフォーラムを行い
ます。そして、今年度の一番大きな行事といたしまして、
台中で行われる、我々の姉妹クラブ豊原北区RCの創立
35周年記念パーティーに参加する事です。計画としまし
ては2021年6月10日に出発し、6月14日帰国というプラ
ンです。台中にも空港がありますが、曜日によって飛ぶか
どうか今のところ不明ですので10日に台北を経由し、
台中に入る方がプランを立てやすいと思います。会員を
はじめご家族のみなさまも是非ご一緒に参加して頂きた
いと存じます。
　その期間中に、他にもロータリー世界大会、米山世界
大会や2660地区が主催する大阪ナイトなどのイベント
があります。ご家族の方々はご一緒に参加されるのもよい
ですし、折角台北に来たので観光をしたいという方には
観光ツアーを計画しています。参加する人数によって
プランが変わりますので、是非たくさんのご参加をお願い
いたします。
　最後になりますが精一杯、国際奉仕委員会を務めさ
せて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　本年度のRAC委員会は委員長・
田中、副委員長に泉会員、委員に西谷
会員の3名で活動してまいります。当
RACは昨年のスタートでもあり手探
りの中、私に委員長が務まるのか？
というのが正直な感想ですが皆様の

お知恵をお借りしながら、任命くださった村上会長の
ご期待に応えられるよう精進する所存です。
　現在、当RACは方向性を話し合っている段階です。先日
の例会では他RACメンバーに参加してもらい役割等に

　ロータリー財団に関しましては、
クラブの社会奉仕委員会・国際奉仕
委員会のプログラムを支援するため
補助金活用の情報を提供し、ロータ
リー財団の活動を理解して頂けるよう
努めてまいります。米山奨学は、ロー

タリアンからの寄付金を財源として日本で学ぶ私費留学
生を支援するものです。本年度、奨学生の受け入れはあ
りませんが、例年通りご協力をよろしくお願いします。本年度、
地区からは具体的な数値は示されておりませんが、ロー
タリー財団及び米山記念奨学会寄付目標を下記の通り
とさせて頂きます。
・ロータリー財団への年次基金寄付
　　　　　　　　＄150以上／1人あたり
・ポリオプラス基金寄付
　　　　　　　　＄50以上／1人あたり
・米山記念奨学会寄付
　　　　　　　　 30,000円以上／1人あたり　
　会員皆様には、コロナ禍で厳しい経済情勢の中ではあ
りますが出来る限りのご協力をお願い申し上げます。

　コロナ禍は、世界経済、日本経済に
大きな影響を与え、発展途上国や経済
的弱者に未曾有の被害をもたらしてい
る。同時に、3密を避けるためにテレ
ワークやオンラインによる会議等、これ
までの働き方も変化してきている。

　このような中にあって、ロータリー活動もいろいろな制約
があり、これまでと同じような活動が困難となってきている。
ロータリー活動も、変わるべきもの、変えてはならないもの
を選択していく時期ではないかと考える。ロータリー情報に
ついては、まず基本的な知識を会員間で共有することが重
要であり、同時に将来を見据えたロータリー活動は如何に
あるべきかを先輩会員の知恵を借りながら、11月のクラブ
フォーラムで意見交換をしたいと考えている。
　具体的には、ロータリアンとしてどのような活動に重点を
置くべきか、新入会員を募集するとき、城南ロータリー及び
ロータリー活動の魅力をどのように伝えるべきか等である。

松田振興会員
「就任挨拶（国際奉仕委員長）」

田中浩之会員
「就任挨拶（RAC委員長）」

中谷佳正会員
「就任挨拶（R財団・米山奨学委員長）」

中本和洋会員
「就任挨拶（研修リーダー）」

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17日（第3例会）
研修リーダーの就任挨拶をさせて頂きます。
（ダイエットに成功して体重80kgを切りました。）

中本会員
ロータリー財団・米山奨学委員会1年間よろし
くお願いいたします。

中谷会員
精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたし
ます。

松田会員
社会奉仕委員長就任。

濱田会員
青少年奉仕委員長就任。

山本（英）会員
初めての入院、初めての手術、無事もどりました。

岩永会員
濱田さん、宮田さん、松田さん、先週の例会で
は、進行にご協力ありがとうございました。

南賀会員
ピアノリクエスト：シューマイ？でなく、シュー
ベルト。

三宅会員
その他、お祝い　1件
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ついて確認をしました。今年度の世界RACデーが3月に行わ
れます。当城南RACは御堂筋本町RACと合同で2660地
区のホストになっています。皆様にお力添えのお願いを
することがきっと多くなると存じます。その際にはどうぞ
よろしくお願い申し上げます。前期から課題であるRAC
例会への参加について、他クラブでも実施されている当番
制を採用してはどうか、というご教示を頂戴し、現在その
方向で検討しています。実施の際には皆様のご理解とご
協力の程をどうぞよろしくお願いします。

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


