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IMAGINE  ROTARY

泉　浩一
①今月のロータリーレートは1ドル＝136円です。
②地区より第2660地区ガバナー事務所・ガバナーエレク
ト事務所が開設されたとの連絡がありました。
③地区より9月3日に開催されるロータリー財団セミナー
の案内が届きましたので、小林R財団・米山奨学委員長
に回付しております。
④米山奨学生の出国中の近況報告の方法変更のお知らせ
が届きましたので、小林R財団・米山奨学委員長に回付
し、カウンセラーの私（泉）も確認いたしました。
⑤地区より地区卓話銀行講師の案内が届きましたので、
青野プログラム委員長に回付いたしました。
⑥守口イブニングRCが2020年11月創立20周年を迎えら
れました。式典・祝賀会は中止となりましたが、記念誌
が届きましたので回覧いたします。

青少年奉仕委員会　細川直人委員
　7月6日（水）にローターアクト第1例会が、事務局にて地
区ローターアクト委員会の伊藤委員長を迎え総勢12名で
開催致しました。7月17日に城南RACがホストを務める献
血事業の最終打合せを致しました。 ①阪急高槻市駅高架下
②京橋駅前 ③樟葉駅前 ④梅田HEP前 ⑤難波バス停横の5
箇所で10時から16時まで開催しておりますので、お時間許
されます会員の方には激励に行っていただけますと喜ぶか
と思います。
　今季のRAC例会は例年の毎週水曜日から月曜日開催に変
更となっておりますので、当番表の修正版をご確認よろし
くお願い致します。

雑誌・広報委員長　野村　篤
「ロータリーの友」2022年7月号紹介
【7月号　横組記事より】
P.6～7
[RI会長メッセージ　（RI指定記事）]
2022-23年度RI会長はジェニファー・ジョーンズさん
です。
テーマは「イマジンロータリー」世界に示していけるよ
うなロータリーの奉仕プロジェクトに光を当ててい
きます。
奉仕活動と理念がもたらす影響は私たちみんなが感
じています。
今こそ・・・　ジョーンズ会長の熱い思いが伝わります。

P.8～19
[ストーリーの語り手：Storyteller in chief （RI指定記事）]
RIジョーンズ会長はロータリーのストーリーを語るこ
とを強く望んでいます。
「今の時代は平和と団結を必要としています。違いが
あっても共通点を見いだしてお互いを受け入れること

　三宅善太郎
　本日は、大阪東南RCから、和田会長、田中幹事様がお見
えです。お忙しい中お越しいただき誠に有難うございま
す。9/9の合同例会も宜しくお願い致します。
　本日は2つございます。
　1つは2660地区のHPをご覧頂きたいことです。地区の
組織図・年度の方針から他クラブメークアップ受け入れ
状況など様々な情報が掲載されています。又、「大阪の
ロータリー100年」に関する特集ページも開設されてい
ます。

◆ 幹 事 報 告 ◆

本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

●出席報告

7月8日（第2例会）

出席会員36名（内免除会員7名）
会員総数43名（同上11名）
ゲスト     0名
ビジター  2名

ホームクラブ出席率92.30％
6月24日（第4例会）補正出席率97.43％（MU4名）

計38名

●ゲスト＆ビジター（敬称略）
和田光博（大阪東南RC）
田中雄一郎（大阪東南RC）

7月22日（第4例会）

7月29日（第5例会）

●場所
●卓話

●クラブフォーラム

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「大阪城南ロータリークラブの懸案」

光信昌明研修リーダー委員長担当
　　（研修リーダー） 13：40～15：00
シェラトン都ホテル大阪　3階　葛城の間
＜軽食　ワンプレート＞

●場所
●卓話

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「パデルの最新状況」　　　　

村上泰啓会員担当

●場所
●就任挨拶

●業界5分スピーチ
●食膳

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
　　　泉　浩一幹事
＜中国　御膳料理＞

7月15日（第3例会）

◆ 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

◆ 会長の時間 ◆

　2つ目は、昨年度アンケートを行った、決議審議会上程
決議案への地区内投票の結果です。これも地区HPに詳細
が出ていますが、6つの提案全てが賛成クラブ多数により
地区からRIに決議案として提出されました。今後RIで審
議、代表議員の投票を経て採択が決まります。12月の地区
大会で結果が報告される予定です。



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

卓  話
就任あいさつ

7月8日〈第2例会〉

職業奉仕委員長　石濱宏章
　本年度、職業奉仕委員長を拝命致しました石濱です。
　本年度の職業奉仕委員会は私のほか、副委員長に浅井
会員、委員に青野会員、岡会員、という4名で活動してまい
ります。
　諸先輩方を差し置いて私のような若輩者が委員長とは
大変恐縮すると同時に身が引き締まる思いです。私自身
もこれを機にロータリーの根幹である職業奉仕とは何か
を学んでいきたいと思います。
　今年度も1月の職業奉仕月間に卓話とフォーラムの開
催を予定しております。また出来れば職場見学会も実施
したいと思っておりますが、これにつきましては昨年同
様、新型コロナの感染状況によっては難しいかもしれま
せん。
　前年度は新会員も増えましたので、新会員向けにロー
タリーの根幹である職業奉仕について考え、学ぶ機会を
設けたいと思います。具体的には従来通りのフォーラム
だけではなく、当クラブのベテラン会員に講師になって
いただき、少人数での勉強会を開催出来ればと考えてお
ります。

就任あいさつ
国際奉仕・社会奉仕委員長　元氏成保

　本年度、国際奉仕委員会と社会奉仕委員会の委員長を
兼任することになりました。若手会員を積極的に役職に
就けてロータリー活動に参加してもらうという三宅会長
の方針の下、重責を担うこととなり、気を引き締めており
ます。
　今年度の活動方針ですが、まず、国際奉仕委員会につき
ましては、親睦出席委員会と協力して、コロナウイルス感
染拡大の影響により数年に亘って実施できずにいる台湾
豐原北區RC訪問を行う予定にしております。来年6月9日
を予定しておりますので、皆様是非ご予定おきください
ますようお願い申し上げます。例年、豐原北區RC経由にて
行っている台湾技術高校低所得家庭優秀奨学金の寄付に
ついても、その機会に行いたいと考えております。また、
元米山奨学生のテチアナさん（ウクライナ）への何らかの
支援をすることも、ぜひ実現させたいと考えております。
　社会奉仕委員会につきましては、現時点では今年度の
具体的な活動内容は定まっておりません。コロナの影響
で、従前のような社会奉仕活動がしにくい状況にありま
すが、区役所との連絡を密にしてそのニーズを聞き取り、
可能かつ有益な奉仕活動を行いたいと考えております。
　私自身は、ようやく入会3年目を迎える若輩者ではあり
ますが、ベテラン会員である副委員長や委員に支えてい
ただき、何とか責任を全うしたいと考えております。どう

就任あいさつ
会員増強委員会　佐伯清孝

　会員増強委員会、今年度の目標は会員増強委員の佐伯・
恒元・細川がそれぞれ1名ずつ、会長・幹事・ SAA にそれぞ
れ1名ずつ増強して頂き計6名の会員増強を目標といたし
ます。
　コロナ禍からの回復に伴い再開しつつある銀行商社な
どの取引先の会の会員をターゲットとしたい。私自信
ロータリークラブに入会からまだ日が浅くその魅力につ
いて伝え、会員勧誘をすることは難しいかもしれません
が先輩会員のアドバイスをいただき会員増強活動に努め
ていきたいと思います。
　また退会防止のため会員相互の交流を心掛けるよう努
めます。

就任あいさつ
青少年奉仕委員長　金山信利

　青少年奉仕は、ロータリーが若い世代を重視している
ことを表しており、 それは、青少年が将来出現する課題を
克服できるよう、私たちが、ロータリアンとして、青少年
への奉仕、青少年の将来に対する奉仕、更に人類全体への
奉仕通じて様々なツールを提供しようと努力することで
す。
　現在、大阪城南RACをサポートして行く中で最も重要
な事はRACの会員増強と、親睦を深める事による退会防
止であると考えます。現在の会員数は13名となっており
ますが実動は6名くらいと聞いております。
　会員増強に関しては女性3名が入会予定です。城南RC
の会員の皆様にも誰かいらっしゃいましたら是非RACへ
誘っていただき会員増強にご協力をお願い致します。
　不慣れな委員長で色々とご迷惑をおかけすると思いま
すが1年間努力してまいりますので、皆様のご指導、ご鞭
撻をお願い申し上げます。

が大切です」 彼女のロータリー精神が伝わってきます。
P.20～37
[ガバナーの横顔]
全国34地区の新しいガバナーが紹介されています。
2660地区は33ページです。
我らが宮里ガバナーは、山本PGがユーモアたっぷりに
紹介されています。

【7月号　縦組記事より】
P.4～8 
[ポストコロナの生命哲学]

2021年12月8日 第50回ロータリー研究会 記念講演要旨
青山学院大学教授・ロックフェラー大学客員教授　福
岡伸一 氏の講演
命についてどのように考えてきたか。コロナで悩んで
いる今、命とどのように向き合えばいいのか。考える
ヒントを提供していただけそうです。

ぞ宜しくお願い申し上げます。

（編集担当　勝島・恒元）

7月8日（第2例会）
大阪東南RC、今年度会長 和田光博、幹事 田中雄一郎
でございます。
9月の合同例会含め、1年間宜しくお願い致します。
（大阪東南ロータリークラブ　会長 和田光博、幹事 田中雄一郎）
大阪東南RCの和田会長様、田中幹事様、ようこそおい
で下さいました。

三宅会員
大阪東南RC、和田会長、田中幹事、ようこそおこし下さ
いました。

泉会員
ピアノリクエスト 7月8日 クラシック リスト「愛の夢」

梅崎会員
三宅執行部のスタートを祝して。

中本会員
保険業界の世界大会に参加するため、ボストンに行っ
て参りました。アメリカはコロナisオーバーというこ
とで、マスクもなく別世界でした。

山本（智）会員
泰鑑さん、酒味の会の後ご馳走様でした。奉仕の理想
を求めて励みたいと思います。

細川会員
岡部泰鑑さん、先週は久しぶりに華やかな場所、有難
うございました。

城南RCを愛する有志
その他、お祝い　14件

に こ に こ 箱
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◆業界5分スピーチ◆
三宅善太郎


