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Serve to Change Lives

〇「春のRYLAセミナー」のホストクラブ、大阪西RCより
セミナー募集の締め切りのお知らせが届きましたの
で濱田青少年奉仕委員長・石濱RAC担当委員に回付し
ました。

　『ロータリーの友』2022年4月号に、標準ロータリーク
ラブ定款改訂手続の解説が掲載されています。これによ
ると、3年に一度となる今年度の改訂手続はRIの規定審議
会（4月10日～14日於シカゴ＆オンライン）が終了したと
ころであり、今後各クラブに決定書が送付され、来年度か
ら施行されます。これにより当クラブの定款も自動的に
改正され、これと抵触する細則の規定は無効になったり、
改正が必要になったりします。
　一方、この改正手続を遡ると、2020年末までに各クラ
ブから地区を経てRIに提案が送付され、2021年にRIの規
定審議会事前審査を受け、2022年の規定審査会に提案す
るか否かが決められます。つまり、2025年度の改正に間
に合うには、2023年初迄には地区に提案しなければなら
ないし、クラブ内での議論は2022年中に始めないと間に
合いません。
　標準定款は頻繁に改正されています。標準定款の改訂
について行けなくなった揚げ句、「気に入らない定款は無
視してよい」というのでは、世界から取り残されることに
なります。標準定款が改正されたら、直ちにクラブ定款と
細則に反映させ、これに対する会員の意見を集約するこ
とが、2025年度の定款改正への第一歩になります。

◆ 幹 事 報 告 ◆

◆ 会長の時間 ◆

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

本日の例会本日の例会本日の例会本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

●出席報告

4月22日（第4例会）先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

出席会員33名（内免除会員5名）
会員総数46名（同上13名）
ゲスト　  0名
ビジター  0名

ホームクラブ出席率86.84％
4月8日（第2例会）補正出席率100％（MU2名）

計33名

次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

5月6日（第1例会）

●場所
●表彰

●お祝

●卓話

●理事会

●クラブフォーラム（青少年奉仕）

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
・ホームクラブ連続皆出席
石濱（130） 浅井（110） 奥田（90） 泉（80）
井上（30） 青野（20） 村上（20） 内藤（10）
佐伯（10） 遠田（10）　　　　　　   各会員
・誕生日
松田　村上　上　山本（智）　　　  各会員
・入会記念日
今井　光信　岡　　　　　　　　  各会員
・会社創立記念日
今井　松田　中尾　　　　　　　 各会員
「ローターアクトクラブについて」

RAC地区副幹事　中山和樹氏
（濱田由弘青少年奉仕委員長担当）

シェラトン都ホテル大阪　3階　ホワイエ
11：30～
　　　　　　　　　　13：40～15：00　
シェラトン都ホテル大阪　3階　金剛の間
＜端午の節句料理＞

5月13日（第2例会）

●場所
●卓話

●次年度理事会

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「私の仕事を振り返って」

奥田秀行会員
　　　11：30～
シェラトン都ホテル大阪　3階　ホワイエ
＜フランス　魚料理＞

5月20日（第3例会）

●場所
●卓話

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「未　定」

今井賢二郎会員



会員増強にご協力を！！

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

▲ウクライナ在住のテチアナさんへの振込完了証明

元米山奨学生Tetiana Sezonenko（ウクライナ）支援報告
カウンセラー　西谷雅之

3月25日・4月1日にお願いしたてテチアナさんへの義援金
について報告いたします。
米山本部職員・元当クラブ会員・元当クラブ米山奨学生を含
め35名からいただきました義援金は4月4日に無事Tanya
の元に送金を完了し、彼女からはこの義援金をKharkiv・
Borodyanka・Uzinでの避難民のために使用させていただき
ますとの連絡がありました。また、お礼状も届いております
のでご披露させていただきます。
また、この活動は米山奨学会の「ハイライトよねやま」265
号に掲載されました。
ご協力いただきました皆様に感謝申し上げますとともに、
今後の状況を考えますとさらなるご協力をお願いする時が
来るかもしれません。その際には宜しくお願いいたします。

Donor （Omit honorific titles, Listed in random order）
★Yoneyama Head Office Staff
Miyuki NOZU
★Former Yoneyama Scholarship Student
Jiayu Anna TAI
★Former Osaka-Jonan RC Member
Yuji HARADA
★Osaka-Jonan RC Member
Hiroyuki TANAKA, Norimasa OKABE, Katsuyuki NANGA, 
Yoshihiro HAMADA, Kazuma OHARA, Saburo OKAKURA, 
Hisao KATSUSHIMA, Shinri KANAYAMA,Hiroki INOUE, 
Takeyasu IWANAGA, Yasuhiro MURAKAMI, 
Yoshikazu NAKAO,Masato MIYATA, Takanori OZAKI, 
Hironori ISHIHAMA, Takahiro NAITO,Akira ASAI, 
Shigeho MOTOUJI, Masahiro KOBAYASHI, 
Atsushi NOMURA,Koichi IZUMI, Hiroshi YAMAGUCHI,
Zentaro MIYAKE, Tomoshige YAMAMOTO,
Nobuaki MATSUDA, Masaaki MITSUNOBU, Taikan OKABE, 
Iwao OZAKI,Michio UMEZAKI, Hideki YAMAMOTO, 

卓  話

田中浩之会員
「私の趣味」

4月22日〈第4例会〉

HPを趣味で作成しています。今日も懲りずにその中から
いくつか話題をご紹介します。アメリカのディズニーラ
ンドが隠れた散骨スポットになっているという話題、
ニーチェの死生観「永劫回帰」のご紹介、世界の安楽死事
情、寿命にまつわる最新のDNA研究、ヘミングウェイの臨
死体験、また臨死体験時の10の共通点、非常に変わった死
者との風習を持つトラジャ族、ハサミムシ親子の命のバ
トンタッチ、不死身の虫クマムシや死にそうになると若
返るクラゲのご紹介、辞世の句、水木しげるの死生観など
です。くわしくは、私のHP「世界の死生観－死？－1分で
死のあれこれ」https://www.ok-die.comをご覧ください。

　私はお寺で育ち、現在は墓石屋をし
ているという環境もあって、当人に
とっての「死」というものに対し比較的
ポジティブなイメージを持っていま
す。そんなわけで、ライフワークとして
「死」に関することを雑多にまとめた

◆ 委 員 会 報 告 ◆

Kiyotaka SAEKI, Hideyuki OKUDA,Masayuki NISHITANI

Dear Osaka Jonan Rotary club members,
I am so thankful for your support in this difficult time for 
my country. You all was so kind to me during my life in 
Japan. I miss Japan sometimes. But it seems that I can't go 
far from home for a long time. 
I am working as a volunteer now. We open more and more 
facts about this war with Russia. And it is difficult to stay 
strong. I communicate with people who escaped from 
distroyed Bucha, Irpen etc. And I help as I can. 
Thank you for giving me an opportunity to help more. I 
hope to visit you in Japan some day. And I hope some day 
you will be my guests in Ukraine. Thank you very much!

With big respect and best wishes from Ukraine,
Tanya

大阪城南ロータリークラブの皆さまへ
母国がこんなに困難な時期に皆さまのご支援をいただき、
心から感謝しております。日本に留学期間中は米山奨学生
として皆様から大変お世話になりました。時々日本が恋し
いです。しかし、今の状況では母国からしばらく離れられな
いと思います。
今はボランティア活動をしています。ロシアとの戦争でま
すます多くの事実が明らかになっています。精神を強く保
つのは難しいです。破壊されたブチャやイルピンなどから
避難した人々とコミュニケーションして、できる限りのお
世話をしています。
皆さまの支援のお陰で、もっと世の中に役立つことができ
ることに感謝しています。
いつか日本に戻って、皆さまに会いたいです。そして、いつか皆さ
まもウクライナに来てください。どうもありがとうございました!
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会員増強にご協力を！！

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

▲第3回ゴルフコンペ表彰

▲にこにこ箱報告

▲テチアナさんよりメッセージ

　ウクライナ出身の米山学
友はこれまでに12人。その
うちの1人、『ロータリーの
友』2021年2月号の「よねや
まだより」に掲載されたテ
チアナ・セゾネンコさん
（2017-19／大阪城南RC）
の近況を紹介します。
　戦争勃発後、それまで製
剤化学者として農作物のた
めの薬剤を開発する日々を
送っていたテチアナさんの

生活は一変。祖国のために何かできることを･･･と考え
た彼女は志願してボランティア団体に入り、最も弱い立
場にいる人々のために、赤ちゃんのオムツや粉ミルク、
衛生用品、食料、飲料水、ペットフードなどの生活必需品
を送る活動を始めました。時には足りない薬を探しに奔
走し自費で購入することも。文字通り昼夜を問わず奮闘
する日々を送っています。彼女の世話クラブである大阪
城南RCも、会員や米山学友から寄せられた義援金を送金
したということです。テチアナさんは次のように語りま
した。「ロータリーの皆さんからのお金は難民の支援に
充てています。私は首都キーウ（キエフ）から80kmほど
離れた所にいて、破壊された町から逃げてきた人々の手
助けをしています。一番の願いは小さな子どもたちが普
通の生活を送れる日々を取り戻すことです。私の心はウ
クライナとともにあります。一日でも早く、明るい日が
来てほしい。ウクライナから希望をこめて」

敬意とご多幸をお祈り申し上げます。
ターニャ
（日本語訳　元米山奨学生　Jiayu Anna TAI）

【出典】「ハイライトよねやま」265号

4月ニコニコ合計 137,000円

（編集担当　細川・遠田）

4月22日（第4例会）
本日の卓話、私の悪趣味の話ですが、どうぞよろし
くお願いします。

田中会員
ロータリーゴルフコンペで優勝いたしました。
ありがとうございます。三宅キャプテン1年間ご
苦労様でした。

　　　　　　　　　　　　　　　宮田会員
ゴルフ部コンペ、無事に開催できました。雨の中ご
参加ありがとうございました。

三宅会員
ゴルフ、また2位でした。

佐伯会員
昨日、初めてゴルフコンペ参加させて頂きました。
宿命のライバルもできましたので今後ともよろ
しくお願いいたします。

恒元会員
岡倉様、ロータリーコンペおつかれさまです。頂い
たボール無くさないようガンバリます。
光信様、内藤様、中尾様、楽しいラウンドありがと
うございました。

野村会員
純水器がきました。これで完璧な洗車ができます。

濱田会員

他、お祝い　1件、お詫び　2件

に こ に こ 箱
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