
会員一丸となった魅力あるクラブ作り

◆ 会 長 の 時 間 ◆

◆ 委 員 会 報 告 ◆
IT推進委員会　田中浩之会員

　皆さんこんにちは、IT推進委員会委員の田中です。
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。皆さん8月7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、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副委員長の濱田
会員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

　先週の22日6時より帝国ホテルで六輪会が行われまし
た。来賓の簡ガバナー、大蔭ガバナー補佐ご参加の下、
IM6組の会長、幹事が集まり情報交換が行われました。
皆さんの関心・話題はやはりロータリー活動とコロナ対
策の両立をいかに行うかといった意見が多かったと思い
ます。
　情報交換の後に懇親会が行われたのですが、コロナ対
策を考え円卓テーブルに4名、準備されたフェイスマスク
を着けての懇親会でした。美味しい料理とアルコールも
入り楽しい時間を過ごしましたが、コロナ対策を考えた
懇親会の一つのモデルを示された形でした。

本日の例会本日の例会本日の例会

出席会員 37名（内免除会員 8名）
会員総数 47名（同上 15名）
ゲスト　　0名
ヴィジター 0名

本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

8月14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

7月31日（第5例会）

8月7日（第1例会）

シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間（東中）
・ホームクラブ連続皆出席
梅崎（10）　南賀（10）　村上（武） （20）
岡部（倫） （10）　浅井（40）　宮田（10）
石濱（60）　平田（20）　　　　  各会員
・誕生日　
小林　野村　小原　山口　　　 各会員
・入会記念日　
浅井　村上（泰）　岡倉　梅崎　 各会員
・会社創立記念日
村上（泰）　細川　　　　　　　 各会員
「iPad講習会」

（株）モンキャラメル　榊原ますみ様
（IT推進委員会　山本智重委員長担当）
　　12：00～
シェラトン都ホテル大阪　3階　ホワイエ

シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
「私の趣味について」

田中浩之会員
＜日本料理　和定食＞

8月21日（第3例会）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 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

●出席報告

●例会場

●表彰

●お祝

●卓話

●理事会

●例会場

●卓話

●食膳

　　　　　ホームクラブ出席率92.50％
7月10日（第2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！！

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。）

ローターアクトクラブ委員会　田中浩之委員長
　次回8月5日（水）19:30からの8月第1例会はテレビ
会議のみになりました。テレビ会議のアドレスというも
のが発行されますので、発行されましたら皆さんにメー
ルでご通知いたします。

　プログラム委員会　浅井 晃委員長
　今年度、プログラム委員を担当させて頂きます。8月
のプログラム変更が予定されますので、ご案内を申し
上げます。
　8月は、『会員増強・新クラブ結成推進月間』です。これ
によりまして、7日（金）第1例会には、西谷雅之会員
増強委員長の卓話を予定いたしておりましたが、ご欠
席との事で濱田会員より振替えの申し出があり、8月度
理事会の承認を得る事が叶いましたらば、IT推進委員
会の卓話に変更となります。
　14日（金）第2例会以降は、事業計画通りに進めて参り
ます。よろしくお願いいたします。

パスト幹事　浅井 晃会員
　各委員会の事業報告提出をお願いいたします。

卓  話 7月31日＜第5例会＞

　このたび7月より大阪城南ロータ
リークラブに入会させて頂きました
恒元直之と申します。
　入会経緯：大阪青年会議所（大阪
JC）に所属をしておりましたが、その
OBである境髙彦様のご紹介にて大阪

JC同期で一番の親友である細川直人君と一緒に入会い
たしました。
　自己紹介：大阪市城東区（鴫野）出身で年齢は43歳（昭
和52年生）。現在も地元である城東区（深江橋）に在住。
既婚で子供3人。こうみえて体育会系出身（天理大学体育
学部）で学生時代はレスリングをやっておりました。その
経歴もあり現在も格闘技やプロレス観戦は趣味の一つで
す。その他の趣味といたしましては旅行です。
　仕事：東大阪市に本社及び工場を持つ印刷会社（株式会
社恒和プロダクト）を経営しております。父親が創業者で

　故盛田昭夫氏が1970年よりグ
ループ内に銀行設立を夢見た「電器の
ソニー」がアメリカの地場生命保険
会社プルデンシャル生命と合弁で
ソニー・プルデンシャル生命を1979

年8月に創業して40年の時が過ぎました。その年の12
月に私が誕生しましたので、現在この会社と同じ40歳
です。
　新型コロナウイルス感染防止のため新しい生活様式
が求められる中ですが、万が一罹患してしまった時に皆
さまがご加入されている医療保険の請求方法につきま
して情報提供いたします。
　通常、医療保険では医師の指示による入院・手術に
対して給付金が支払われるのですが、コロナの場合は
医師及び保健所の指示により自宅やホテルで療養する
場合も入院給付金の対象となります。保険会社所定の
診断書の他、
・病院発行の診断書や領収書
・宿泊自宅療養証明書
・保健所の発行物
を代わりに利用できます。
　いち早い治療薬の開発が待たれますが、それまで誰
一人コロナに罹らないことをお祈り申し上げます。

　中本和洋会員、岡部倫正会員の
ご紹介の下で入会させて頂きました
元氏成保と申します。
　職業は弁護士であり、心斎橋に事務
所があります。本クラブには同業の

先輩会員が所属しておられることから、私の日常業務の
ことをお話しするのもおこがましく、その話は割愛させ
て頂きますが、私は弁護士業務に関連して、法科大学院
の教授として学生に法律を教える業務も行っており、
日々、若い学生達と共に法的知識の研鑽にも励んでおり
ます。
　趣味はスポーツ観戦です。若い頃は「スポーツはやるの
も見るのも好きです」と言っていたのですが、最近は体
型の変化と相俟って、実践の方は趣味とは言い難くなり
（ジム通いは始めましたが）、現状は専ら観戦専門と
なっております。
　家族構成は、妻と娘（中3）、息子（小5）との4人家族で
あり、京都府京田辺市にて暮らしております。
　何分分からないことばかりですので、皆様、何卒ご指
導ご鞭撻の程をよろしくお願い申し上げます。

恒元直之会員
「新会員自己紹介」

細川直人会員

元氏成保会員

あり現在26期目で6年前に私が代表となりました。主に
広告印刷物が主体で、昨今は環境配慮型印刷及び抗菌
印刷などを積極提案しております。また、印刷業だけでな
くデザイン、WEB制作など幅を広げて展開しております。
　若輩者ではございますが、ロータリー活動をしっかり
頑張って色々な経験を積みたいと考えておりますので、
今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

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



会員増強にご協力を！！

（編集担当　泉・野村）

7月31日（第5例会）
本日は初の卓話として自己紹介させて頂きます。
拙い内容かと思いますが、ご容赦くださいませ。
よろしくお願いいたします!!

恒元会員
本日卓話いたします。よろしくお願いいたします。
8月10日付で、部長に昇格いたします。降格があ
り得るので維持できるよう頑張ります。

細川会員
自己紹介をさせて頂きます。よろしくお願い申
し上げます。

元氏会員
本日、自己紹介させて頂きます青野です。今後と
もご指導よろしくお願いします。

青野会員
前回の委員会挨拶分です。ローターアクトクラ
ブ委員長就任。

田中会員
その他、早退　１件
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7月ニコニコ合計 523,540円

　今回、浅井晃先生のご紹介で大阪
城南ロータリークラブに入会させて
頂きました青野縣一です。
　1959年大阪生まれの大阪育ちの
61歳です。現在は奈良市西登美ヶ丘

に住んでいます。職業は薬剤師で、大阪市東成区で薬局
を経営しております。
　仕事内容は主に隣接している循環器内科を中心とし
た大阪府下の病院、診療所、クリニック等の処方箋の調
剤業務をさせて頂いています。
　これからはロータリークラブの先輩の皆様方にご指
導を頂きながら、ロータリーの基本理念の理解を深め
ながら活動していきたいと思います。
　今後ともどうぞよろしくお願いします。

▲ポール・ハリスフェロー表彰　小林会員

青野縣一会員
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