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第 2142回例会  令和 2年 6月 15日（月曜日）第 22号  

 

本日の例会 ６月１５日（月）    第１例会 

● ソング 『 限りなき道ロータリー 』 

● ゲ ス ト 

国際ロータリー第 4組  

２０１９－２０２０年度ガバナー補佐 加茂次也様 

国際ロータリー第 4組 

2020-2021年度ガバナー補佐 吉崎広江様 

● 本日の献立 松花堂弁当 

次回の例会 ６月２２日（月）      第２例会 

● 会長年度末挨拶  佐井 義昌会長 

● 本日の献立 おまかせ御膳 

前回の例会 ２月１７日（月）    第２例会 

● 東大阪西ＲＣ ・ 東大阪中央ＲＣ合同例会 

● 卓 話  『 献血について 』 

大阪府赤十字血液センター 

事業推進一部 献血推進課 主事 中谷章太様 

会 長 挨 拶        会長 佐井 義昌 

東大阪西ロータリークラブの皆様、および東大阪

中央ロータリークラブの皆様、こんにちは。 

本日は、東大阪西ロータリークラブ様との合同例会

です。 

昨年９月に行われました合同例会におきまして、

中野会長及び出口幹事、そして、会員の皆様に多大な

るご協力を頂きましたことをこの場をお借りいたし

まして、御礼申し上げます。誠にありがとうございま

した。 

合同例会は 2011年～2012年度からスタートして、

今年度で９年目になります。両クラブの会員相互の

懇親を深め、ロータリアンとしてのクラブライフを

益々充実させて頂ければと思います。今後とも宜し

くお願い致します。 

 

幹 事 報 告        幹事 浅野 光男 

1.本日、例会終了後 2階「ゆう」にて第８回定例理事

役員会を開催致します。理事役員の皆様にはご参集

の程よろしくお願いいたします。 

2.2月 29日 (土曜日)⋅午後 6:00より 2019学年米山

奨学生終了者歓送会が金子米山委員長と尾崎カウン

セラーが出席してくださいます。よろしくお願いい

たします。 

出 席 報 告           帆足 委員 

本日の会員数 ２１名 

本日の出席者数 １５名 

本日の出席規定適用免除会員 １１名 

本日の出席率 ８１．２５％ 

２月１０日の修正出席率  ９４．１１％ 

卓 話    『 献血について 』 

大阪府赤十字血液センター 

事業推進一部 献血推進課 主事 中谷章太様 

(配布資料をご覧ください) 

 HIGASHIOSAKA CENTRAL ROTARY CLUB     

 （第 2660 地区） WEEKLY BULLETIN No.22  

 東大阪中央ロータリークラブ  

  創 立 昭和４７年２月２０日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 会 長 

 会長ノミニー 

 副 会 長 

 幹 事 

 会 報 委 員 長 

佐 井 義 昌 

 岡 本 慎 一 

 佐 藤 三千秋 

 浅 野 光 男 

岩 橋 竜 介 

  例 会 日 毎週月曜日 １２：３０～ 

  例会場所 シェラトン都ホテル大阪３Ｆ 

  事 務 局 東大阪市小阪本町 1丁目 5－14 

〒５７７-０８０２ 小阪本町ロイヤルハイツ 405号 

 TEL：０６－６７５３－８８２３ 

 FAX：０６－６７５３－８８２６ 

 E-mail：jahcrc@gmail.com 

 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

 ロータリーは世界をつなぐ 
 2019～2020年度 国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー 
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献血活動にご協力のお願い 

日 時：2020年 6月 25日（木） 

午前 10時～午後 4時 30分（お昼休憩は致しません） 

場 所：近鉄 布施駅北側 ロータリー 
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2019-20年度 臨時理事会 

(日  時） 2020年 5月 18日(月) 12：30～ 

(出席者） 佐井義昌、岡本慎一、佐藤三千秋、 

浅野光男、百済洋一、岩﨑史郎、小川高弘 

(オブザーバー）尾崎 元 

【議 題】 

１、東大阪保険所へテントの支援について検討の件 

 

＊5月 27日（水）午後 3時より東大阪市庁舎 

市長室にて贈呈式を行う。（目録手渡し） 

＊テントは 6月 1日東大阪市保健所に直送 

＊金額は一式、315,700円   

支出金はクラブ災害基金積立金より充当  

２、後の例会時のコロナ対策及び例会運営について 

コロナ退会防止策 

＊例会場のテーブルはいつもより多くする。 

＊例会場の受付で検温をして下さい。 

＊アルコール消毒で必ず手の消毒をお願い致します。 

＊会食時以外はマスクの着用をお願い致します。 

＊ご自身の体調を考慮してご参加をお決め下さい。 

 

＊会員の年会費削減計画を実施、その内訳については

理事、役員よりの削減提案書を百済会計委員長に提

出、理事会にて検討する 

＊その他会運営についても、必要経費、奉仕活動の内

容は会の財力に見合った活動を行うものとする 

３、5月、6月の例会・活動開催について 

＊6月の例会は、１日・29日(元々休会日)及び 8日は

休会とする 

＊6月 15日(月)昼例会は、加茂ガバナー補佐並びに 

吉崎ガバナー補佐エレクトご臨席によるクラブ協議

会を実施する  

＊6月 22日(月)の夜例会は今期最終例会で、佐井会長

年度末挨拶例会と成りますが、通例の立食パーティ

ーでは無くお酒は出ますが一般会食弁当とする 

４、コロナによる自粛宣言で延期をしておりました

「献血活動」を 6月中に開催致します。 

５、臨時理事会、【追加議案】 

＊東輪会共同奉仕事業（フェイスシールド 6,000枚の

寄贈）に共同参加について  参加するで承認 

但し、協力支援要請金額 500,000円に対して、既に自

クラブ単独で行っている医療テント寄贈額 315,700円

が有るので 200,000円の支援で参加する             

（クラブ災害基金より充当） 

以上、但し、コロナ状況により日時及び内容を変更す

る場合がある 

2020-21 年度 第１回事前理事会 議事録 

(日  時） 2020年 5月 25日(月) 12：30～ 

(出席者) 

岡本慎一 細川勝治 岩橋竜介 佐藤三千秋  

百済 洋一 浅野光男 岩﨑史郎 小川高弘  

金子勝信  尾崎 元 

(欠席）藤原英夫 宮田照男（出席者 10名） 

【議 案】 

【次年度の準備】 

１、直前会長幹事慰労会は開催 場所：太閤園 

金子次年度親睦委員長が予約済み承認 

（7/13日予約済み）ウインク)5名 

●記念品の件  

例年通りの記念品で承認 

２、予算の件 もう少し精査が必要なため継続審議                           

●会費の件 

【運営・奉仕費】 

年会費     300,000円  (半期毎 150,000円） 

クラブ基金   20,000円  (半期毎  10,000円） 

内祝ニコニコ 25,000円  (半期毎  12,500円)  

＊臨時会費の件（昨年は￥50,000）   継続審議 

【積立】 

特別準備金の件（昨年は￥10,000/年）    

例年通り年 10,000円で承認 

クラブ災害基金（昨年は 5,000円/年）     

例年通り 年 5,000円で承認 

【寄付】 

・米山普通寄付年 5,000円    例年通りで承認 

・ポリオプラス 年＄50～60     例年通りで承認           

【任意寄付】 

・ロータリー財団特別寄付＄100  

・米山奨学会￥30,000  

ロータリー財団は＄100にするが米山特別は奨学生の

維持のため例年通りするで承認 

（地区補助金の分担割り当てについては、 

地区もまだ決めていない。） 

●義務出席の会費  

・新年会 10,000円（下期会費請求に含める）           

例年通りで承認 

・会長幹事慰労会 28,000円(上期会費請求に含める) 

例年通りで承認 

５、情報集会（四川で会費 8000円）                      

例年通りで承認 

６、地区補助金を申請する件予定：枚方パーク招待 

11月 8日（日）        申請中承認 

７、ロータリーの友 配布の件  1年間購読料

（50,400円）やはり必要であると承認 

８、プログラムの件 (別紙プログラム案) 

● 月１回夜例会の件       夜例会は廃止   

昼例会 月 3回は行うようにするで承認             

● 新年会：2021年１月１８日（月） 

シェラトン都ホテル 志摩の間   承認 

● クラブ協議会をガバナー補佐ご出席の時 

（9月 7日）（5月 31日）の 2回  承認 

● ガバナー公式訪問は西ＲＣ・みどりＲＣとの 
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合同例会の時、  

（10月５日 18：30）ホストは東大阪中央ＲＣ    

他クラブ合意の上承認（昨年のうちに他クラブとす

り合わせ済み） 

● 東大阪西ロータリークラブとの合同例会 

(２月８日）ホスト：西ＲＣ 問い合わせ中 

● バズセッション オープン例会してバズセッショ

ンが必要と思われる状況に応じて開催                                                                          

● ゴルフ開催（年 2回）      例年通り 2回と 

するが状況に応じて変更可で承認 

● 家族会（年 1～2回）          

状況に応じて考えるで承認 

● クリスマス家族会の件  

12月 19日(土)シェラトン都ホテル 承認 

９、例会席指    新入会員を各テーブルに分散して会

員同士の親睦が図れるように配置する 

10、誕生日記念品の件   

1,000円のクオカード 承認 

11、その他 

● 理事会会場 シェラトン都ホテル  

2階 裕（個室）  承認 

● 協議会会場(15名)サルビア 

（年 2回で 80,000円）(ガバナー補佐臨席) 承認 

● 週報のバインダーの色の件              

会長提案でロイヤルレッドに決定で承認 

● 各委員長様は 7月の各委員会方針説明までに、概

況報告書に記載する活動計画書を作成してもらい提

出。計画に伴う必要予算を申請してもらう。  

各委員長に案内を出すで承認 

● 余剰金の扱い（約 140万円）   継続審議 

 

2020-21 年度 第 2 回事前理事会 議事録 

(日  時） 2020年 6月 8日(月) 12：30～ 

【継続審議事項】 

１、予算の件                             

●会費の件（運営費） 

＊次年度はニコニコ箱を収入に入れず別口座 

（ニコニコ箱積立）として積み立てる。 

＊年 50,000円徴収していた臨時会費をやめる。 

＊内祝ニコニコを 25,000円から 50,000円に変更 

＊次年度はニコニコ箱を収入に入れず別口座 

（ニコニコ箱積立）として積み立てる。 

＊前年度繰越金を次年度の予算収入に入れる。 

＊ビジター費は新たに会計の支出に項目を増やして

管理する。 

＊他項目は収入、支出をすべて計上する。 

＊新たな節約としてコピー費機を買い替える。 

 

会費改正 改正前 改正後 

運営 

奉仕 

会費 300,000 300,000 

臨時会費 50,000 0 

クラブ基金 20,000 20,000 

内祝ニコニコ 
 

25,000 50,000 

寄付 
米山普通寄付 5,000 5,000 

ポリオプラス 5,500 5,500 

登録 地区大会登録料 2,000 2,000 

積立 
特別準備金 10,000 10,000 

クラブ災害支援基金 5,000 5,000 

義務出席 
直前会長幹事慰労会 28,000 28,000 

新年会 10,000 10,000 

  年会費合計 460,500 435,500 

２、プログラムの件  

 ＊東大阪西ロータリークラブとの合同例会を 

「３蜜」を回避するため中止とする。 

 ＊東輪会・３クラブ合同例会（ガバナー公式訪問）に

ついてはホストクラブが検討する。 

 （３クラブ合同例会・ガバナー公式訪問は当クラブが

ホストなので、ガバナーと相談の上決める。） 

３、各委員長の発表 

 ＊会長より委員長を発表、副委員長は委員長 

が指名して決定 

医療用テント寄贈式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東輪会共同事業 フェイスシールド寄贈式 


