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2022～2023年度　会長就任のご挨拶2022～2023年度　会長就任のご挨拶

会長　三宅善太郎
　歴史ある当クラブの会長を拝命致しまして身に余る光栄であるとと
もに大変大きな責任を感じております。入会10年の若輩者ですが情熱
をもって励んで参りますのでどうかご協力をお願い致します。
　本年度のRI会長はカナダの女性ジェニファー・E・ジョーンズさんで
す。RIテーマは「イマジン・ロータリー」です。当地区宮里唯子ガバナー
は「大阪のロータリー100周年を祝おう」をテーマに掲げられました。
具体的な行動指標はRIビジョン声明、それを受けた地区中期目標に
基づいて提示されています。PETSや地区協で強調されましたキーワー
ドが「DEI」ですが、RIの現在の基本姿勢を示すものとして認識して頂
ければと思います。

（DEI：多様性・公平さ・包摂の略、様々な人を尊重し受け入れる事）
RIと地区のテーマを鑑み、当クラブの現状踏まえまして以下の方針を掲げたいと思います。

1.我がクラブの個性を磨こう
未来を見据えて、伝統を大切にし、我々の理想のクラブ像を求めましょう
ロータリーについて語り合う場をたくさん設けましょう

2.ロータリーの感動を体験しよう
クラブの行事・奉仕活動には積極的に参加し、自ら汗をかきましょう
IMロータリーデイ並びにフレッシュロータリアン研修交流会の開催に全員で協力しましょう
ポリオデー（10/24）、大阪のロータリー100周年への関心を高め何らかの活動をしましょう

3.誇りあるロータリアンを目指そう
ロータリーで得た事を、会社や家庭で活かしましょう
多様性を意識し、お互いを尊重しましょう

　本年度は多数の若手会員の方々に委員長をお願いしています。若手の皆様が活躍し成長していく
事がクラブの明るい未来に繋がる唯一の方法だと思います。先輩会員の皆様にはご指導・ご協力頂
けますよう宜しくお願い申し上げます。



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

金山幹事
〇今週、中谷会員・岩永会員より退会届が提出されました
ことをご報告致します。

　内藤副会長
　今年度最終の例会を小林会長が居ない状態で迎えることとな
り残念です。
　大阪東南ロータリークラブの北村会長・松﨑幹事ようこそお
越しいただきました。
　これからも仲良しクラブとして宜しくお願い致します。

尾﨑（敬）会計
　本年度会計の尾﨑です。今は亡き三木会員の後を継ぎ、初めて
会計を担当させていただきました。収入については、お陰様で、
会員各位のご協力の下、滞りなく入金がありました。また、支出
の面では、事務局担当者の交代があり、一定期間、2人態勢で対応

泉　浩一次年度幹事
・7月1日例会終了後、13:40より葛城の間で2022-23年度第1回
クラブ協議会が開催されます。次年度委員長の皆様は2022-23
年度委員会事業計画の発表をお願いいたします。尚、委員長が
欠席される場合、副委員長が代理で発表をお願いいたします。

浅井　晃次年度写真の会キャプテン
・7月20日18時より写真の会をシェラトン都ホテル2階「うえま
ち」にて開催しますので、奮ってご参加ください。

小原一眞次年度酒味の会キャプテン
・7月1日18時より酒味の会を3階飛鳥の間にて開催します。当日
欠席の無いように宜しくお願いします。　　　

ロータリー財団・米山奨学委員会　村上泰啓委員長
・米山記念奨学会、ロータリー財団に4名（奥田会員、山本（智）会
員、西谷会員、永井会員）の方がご寄付頂きました。1年間皆様の
ご協力に感謝致します。ありがとうございました。

田中浩之次年度SAA
・次回例会より次年度がスタートします。服装はクールビズにて
お願いします。円卓に座る方はノーネクタイで構いませんが、
ひな壇に座る方はネクタイ着用にてお願いします。

大阪東南RC　北村様・松﨑様
・東南RCへの1年間のご支援有難うございました。コロナのため
5月の合同例会を開催できず残念でした。来期は若い会長が就
任する予定です。引き続き宜しくお願いします。

大阪東南RC　北村様・松﨑様

◆ 幹 事 報 告 ◆

◆退任あいさつ◆

◆ 会長の時間 ◆本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

●出席報告

6月24日（第4例会）

出席会員34名（内免除会員6名）
会員総数46名（同上13名）
ゲスト     1名
ビジター  2名

ホームクラブ出席率87.17％
6月10日（第2例会）補正出席率92.30％（MU2名）

計37名

●ゲスト＆ビジター（敬称略）
北村佳久（大阪東南RC）
松﨑達郎（大阪東南RC）
チャン ティ トゥ タオ（米山奨学生）

7月8日（第2例会）

7月15日（第3例会）

●場所
●就任挨拶

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
石濱宏章職業奉仕委員長
元氏成保社会・国際奉仕委員長
金山信利青少年奉仕委員長
佐伯清孝会員増強委員長
＜フランス　肉料理＞

●場所
●就任挨拶

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
松田振興親睦・出席委員長
青野縣一プログラム委員長
野村　篤雑誌・広報委員長
細川直人クラブ会報委員長

7月1日（第1例会）

●場所
●表彰

●お祝

●就任挨拶

●理事会

●クラブ協議会

●クラブフォーラム（クラブ奉仕）及び酒味の会

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
・前年度会長・幹事
・年間皆出席及び通算皆出席
・ホームクラブ連続皆出席
奥田（100）　元氏（40）　恒元（20）
野村（10）　山本（英）（10）　　　　各会員
・誕生日
浅井　井上　三宅　元氏　内藤　南賀　
田中　　　　　　　　　　　　　  各会員
・結婚記念日
中本会員
・入会記念日
青野　細川　勝島　井上　元氏　小原　
奥田　鈴木　恒元　　　　　　　  各会員
・会社創立記念日
浅井　井上　宮田　内藤　南賀　西谷

各会員
三宅善太郎会長
泉　浩一幹事
井上裕貴副会長
山本英樹会計
田中浩之SAA
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　3階　葛城の間

18：00～20：30
シェラトン都ホテル大阪　3階　明日香の間
＜日本料理　七夕の節句料理＞

◆ 委 員 会 報 告 ◆

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

先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ



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

したため、その分、出費が重なりましたが、その結果、クラブ会計
を巡るトラブルが発生するということも、ありませんでした。本
当に良かったです。会員の皆様、理事・役員の皆様、各委員長をは
じめ各委員会の皆様、事務局の髙谷、川口さん、有難うございま
した。今年度会計の決算は、6月末を以て締め、梅崎会計監査の監
査を受け、収支・残高等を後日、明らかにさせていただきま
す。ありがとうございました。

金山幹事
　小林会長の元、幹事としての大役を無事終えようとしていま
す。小林会長より再来年の自分の会長年度に幹事をお願いでき
ないかとお声がけを頂き、微力ながら引き受けさせてもらいま
した。その中で本当に岡部（倫）SAAには色々と助けていただき
ました。
　今年度はコロナによるオンライン併用のハイブリッド例会で
始まりましたがコロナ禍で9月に三木会員、10月に野中会員が
お亡くなりになりました。
　現在、他クラブも同じですが大阪城南ロータリークラブでは
タブレットやオンライン、様々な形を例会に取り入れ変化をし
ています。時代と共に様々なことが変わっていくことは仕方が
ないことだと思いますがロータリアンとしての根っこの部分は
何も変わらずに、次年度は初心に戻り陰から皆様に恩返しご協
力できるように、奉仕活動をさせて頂きたいと思います。小林年
度、幹事を努められたことは生涯の思い出で宝物です。皆さん1
年間本当に有難うございました。

内藤副会長
　2021年は延期されていた東京オリンピックの開催、大谷翔平
選手の前例のない二刀流での活躍、2020年最下位同士のオリッ
クス対ヤクルトの緊迫に接戦の日本シリーズなど、スポーツ界
には長引くコロナ禍にあって感動と勇気をもらいました。
　小林年度は、35年間勤務された事務局の髙谷さんが勇退され
ました。そして川口さんと言う素晴らしい方をお迎えする事が
出来ました。
　当初の事務はFAXに始まり、ワープロ・パソコン・メール・
ZOOMと時代の流れとともに、Web例会が様々な変革工夫され
しっかりとした確立されたものとなりました。IT推進委員会の
濱田さん、山本（智）さん、その他の皆様のご努力には心より感謝
いたします。他クラブからも高い評価を受けておりますことは
当クラブの誇りです。
　さらに小林年度は、会長就任の挨拶で申されたように、新世代
が一読して実践出来るようクラブ定款・細則・内規の整理に取り
組まれ改正手続きを実行されました。2週間ルールを細則に取
り入れ明文化されました。46人の会員に対し、11人の理事は多
いのではと感じていましたが、更なる会員の減少も予測される
昨今、その他、今後次世代につなげるためにも、分かり易い実情
にあった内容にして頂いた事は個人的に心より感謝しておりま
す。年末の家族会はコロナ禍の中、山本（英）親睦委員長はじめ大
変な御苦労があったと思いますが、感染症対策も十分されたう
えで、楽しい一時を過ごし1年を締めくくる事が出来ました。
　2017～2018年に、米山奨学生でウクライナ出身のテチアナ・
セゾネンコさんをお迎えしたことがありました。此度、元米山奨
学会委員長の西谷さん、岡部（倫）さんのご尽力により戦地ウク
ライナへの寄付を行いました。戦時下の連絡・送金の不安もあり
ましたが、無事手元に届ける事が出来、御礼としてテチアナさん
の日本語翻訳付きのビデオレターを披露して頂き、大変感動い

たしました。米山奨学生との息の長い交流が続いている事に地
に根付いたロータリー活動の一端を垣間見る事が出来、ロー
タリアンとして嬉しく思いました。
　長年に渡り、当クラブの尽力された三木敏裕氏、野中一彦氏の
2人の会員が亡くなられました事は大変残念な事でした。
　喜ばしい事は、勝島寿男氏が入会されました事です。今後は、
当クラブを牽引してくれる頼もしい方と期待しています。
　小生の如き未熟者を副会長に任命して頂いた小林会長に感謝
しつつ、城南ロータリークラブの更なる発展と三宅年度の増々
の隆盛を祈念し、退任の挨拶と致します。

（編集担当　細川・恒元）

6月24日（第4例会）
在籍中は、会員の皆様に大変お世話になり有難う
ございました。大阪城南ロータリークラブの益々
のご発展をお祈り申し上げます。

中谷会員
勝島総支配人、カツカレー有難うございます。お名
前がカツ島だけに、美味いカツでした。

西谷会員
小林会長はじめ役員の皆様一年間ご苦労様でし
た。次年度の三宅会長はじめ役員の皆様頑張って
ください。

岡倉会員
大阪東南RC北村会長、松﨑幹事、ようこそお越し
くださいました。会長欠席で申し訳ありません。　

小林（正）会員
1年間、ご指導有難うございました。来期も宜しく
お願い致します。

大阪東南RC
本日最終例会です。1年間有難うございました。

岡部（倫）会員
1年間ありがとうございました。会計もこれで卒
業です。

尾﨑（敬）会員
小林執行部の皆さん、ご苦労様でした。　　　　　

中本会員
細川会員、第3子のお誕生おめでとうございます。

恒元会員
石濱様、先日はありがとうございました。　　　　

野村会員
6月22日（水）にRAC最終例会が無事終わりまし
た。RAC担当1年ありがとうございました。次年度
のRACも宜しくお願いします。

石濱会員
RAC担当の石濱さん、1年間ご苦労様でした。RAC
最終例会に出席させて頂き、有難うございました。
小林会長1年間お疲れ様でした。

三宅会員
1年間ありがとうございました。三宅会長、泉幹
事、田中SAAがんばってください。

金山幹事
中谷会員よりニコニコをいただいております。

内藤会員
6月21日の昼、娘が誕生しました。絵実理（えみり）
と名付けました。拓人（たくと）彰人（あきと）と共
に宜しくお願い致します。

細川会員

に こ に こ 箱
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6月ニコニコ合計 190,000円
年間ニコニコ合計 2,074,500円


