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第 2121 回例会  令和１年７月 1 日（月曜日）第１号  

 
本日の例会 ７月１日（月）    第１例会 

● ソ ン グ 『 奉仕の理想 』 

● 久武君、名村君 入会式 

● 佐井 昌義会長挨拶及び方針説明 

● 浅野 光男幹事   

● 国際奉・R 財団 : 岡本 慎一会長ノミニー 

● クラブ奉仕 : 佐藤 三千秋副会長  
● 本日の献立 軽食ワンプレート 

 

次回の例会 ７月８日（月）    第２例会 

● 直前会長幹事慰労会 場所 太閤園  

１８：00～集合写真撮影 ・ 移動例会 

18：３0～慰労会 

 

前回の例会 ６月１７日（月）    第２例会 
● 交換留学生 

● 米山奨学生 
ガブリエル・バローズ 

ノルアイン ビンティ アブドラー 
会 長 挨 拶          会長 金子勝信 

  

皆さん改めましてこんばんは。 

会員の皆様、この１年間、クラブ運営にご支援・ご

協力頂きまして、本当に有難うございました。至ら

ない点がある中で、事あるごとに暖かい励ましのお

言葉やお心遣いをたくさん頂きましたことに感謝い

たします。 

 また、１年間ともに例会運営に携わっていただい

た尾崎幹事、岩橋ＳＡＡ、例会出席も解禁で助けて

頂き感謝申し上げます。ちなみに私も解禁出席を何

とか達成できました。 

 

 昨年の３月に、会長のための研修であるペッツを

経験し、様々な事前の会合を経て、７月の２日に会

長として皆さんの前に立ちました。最初の会長挨拶

では、随分と緊張したことを今も覚えております。 

  

会長方針として、「伝統を胸に、前進しよう」とい

うスローガンを掲げました。 

伝統として、守っていくべきものとして、この志摩

の間の例会会場、ソングさん、ピアノさんを含めた

格式のある例会形式と奉仕活動に積極的に取り組む

姿勢、そして目標や課題に対して一致団結できる心

意気を挙げました。 

  

 そして、変えていかなければならないこととし

て、会員増強にプラスに働かない可能性のある部分

を変える努力をいたしました。ひとつは、夜例会の

実施です。 

１年を通じて、毎月月初は夜例会を実施しました

が、私個人の感想としては、夜例会の良さを十分発

揮できない部分があったような気がいたします。と

申しますのは、夜例会とすることによって、昼の例

会なら出席可能な会員さんが出席しにくいという声

もありました。また、多くの会員候補者の方に例会

へお越し頂けなかったことも反省点として挙げられ

ます。次年度は今期の反省点を踏まえて、スケジュ

ールを組んで頂いている様ですので、より効果的な

夜例会として頂ければ幸いです。もうひとつは、入

会金の１０万円を廃止いたしました。これは、少し

でも入会促進につながればという思いで実施いたし

ました。 

  

 これらは、２０１２年に到来する当クラブ５０周

年に向けて、会員増強の一助になればと実施いたし

ましたが、入会見込み者は、数名いらっしゃいます

 HIGASHIOSAKA CENTRAL ROTARY CLUB  
 （第 2660 地区） WEEKLY BULLETIN No.1 

 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 



2 
 

が、新入会者ゼロとなってしまいました。これは、

ひとえに私の力不足です。本当に申し訳ございませ

んでした。 

次年度は、今年度に蒔いた種が花を結び、少しでも

多くの方に入会して頂けるように、私も微力ながら

頑張って参りたいと思います。 

 

 また、少ない人数で頑張っていた中で、今期は２

名の退会者がございました。 

１月末に鈴木会員から、そして６月に中村会員から

退会届が提出されました。 

お二人に対しては、各会員のご協力も頂きながら慰

留に努めましたが、翻意には至らず、理事会の承認

を得ることとなりました。 

  

 鈴木会員の退会につきましては、かねてからの意

思が固く、なんともなりませんでしたが、中村会員

については、昨年まではまだ続ける気持ちも半分あ

ったとのお話を最近伺い、私としても何とかできな

かったものかと断腸の思いであります。中村会員は

会計として、５年間に渡って、当クラブの会計の土

台をその時の会長幹事、理事の皆さんと共に築かれ

てきました。 

 会員が減少する中で、５年前は予算書があっても

決算書はないというところから、会計の基礎を築

き、クラブ運営にご尽力頂いた功績には改めて感謝

申し上げたいと思います。 

 

 最初に、反省点を申し上げましたが、守っていく

べきものの１つ目として掲げました、例会の形式は

皆様のご協力で、維持することができました。中で

も、岩橋会員のＳＡＡは、格式と朗らかな雰囲気の

融和が見事で、本当に助かりました。 

感謝申し上げます。 

 

 守っていくべきものの二つ目に掲げました奉仕に

前向きな姿勢と目標や課題に対して一致団結できる

会員の心意気については、年度を通じて達成できた

と思っております。 

  

 ７月９日は、宮田直前会長、岩橋幹事そして百済

ガバナー補佐の慰労会が太閤園で行われました。宮

田直前会長は２度目の会長の職責を全うされ、岩橋

会員の名幹事ぶりは見事でした。また２年間以上に

渡る百済ガバナー補佐のご活躍には、本当に敬服い

たしました。 

 

７月２１日には、青少年交換留学生のゲイブ君がカ

ナダから来日しました。 

２泊３日の長居公園ユースホステルでの研修を経

て、岩橋会員のご自宅で受け入れて頂きました。年

明けには、岩橋会員のご実家、そして４月からは岩

崎会員のご自宅でお世話になり、６月２４日にカナ

ダへ帰国する予定です。 

 

８月６日には、最初の夜例会があり、藤原研修委員

長のもと第一回のバズセッションがございました。

その後も年度を通じて計６回のバズセッションを開

催し、様々な議題で会員同士が話し合う良い機会と

なりました。 

 

 ８月２４日には、当クラブ岩橋会員のご息女映美

さんを青少年交換留学生として、アメリカに派遣い

たしました。アメリカの学習や経験を重ねて、７月

末に日本へ帰国される予定です。 

 青少年交換留学生の派遣・受け入れは今期の奉仕

活動の大きな柱でした。岩橋委員長ご夫妻ならびに

岩橋会員のご両親、岩崎会員ご夫妻そして会員の皆

様、ご支援・ご協力頂き本当に有難うございまし

た。 

 

 ９月１０日には、東輪会合同例会が都ホテル４階

で開催されました。当クラブは５年に１回のホスト

役となりました。約半年前から準備を重ね、「マグ

ロの完全養殖」と題して近大マグロについての講演

を近畿大学名誉教授の熊井先生にお願いできたこと

も細川実行委員長のお力添えがあってのことと感謝

しております。また、合同例会当日は、少ない人数

ながら、一致団結して会場設営に当たって頂きまし

た会員の皆様のおかげで、合同例会の評判について

も良かったと言っていただく声が多かったように覚

えて降ります。 

 

 ９月１３日には、第一回の情報集会が四川で開か

れました。今期は計４回情報集会を夕方６時から開

催し、例会の雰囲気とは一味違う交流の場として、

計画していただいた岩崎委員長有難うございまし

た。 

 

 １０月１６日には、東輪会ゴルフ大会が飛鳥カン

トリーにて、当クラブ主宰で行われました。団体優

勝、個人優勝ともに当クラブが独占し、冗談で少し

遠慮せえとの声も飛んできたことを覚えておりま

す。 

 

 １０月２９日は、東大阪西、みどりと３クラブ合

同例会と合わせてガバナー公式訪問がございまし

た。合同例会に先立ち、約１時間のガバナーとの懇

談で当クラブについて会員増強の他はパーフェクト

との評価を頂き、すばらしいクラブの会長をさせて

頂いていることを改めて感じました。 

  

 １１月３日からは、総勢９名で姉妹クラブである

鹿港ＲＣの３６周年記念行事に参加致しました。佐

井次年度会長の計らいで、おいしい食事と楽しい時

間を過ごすことができましたが、いつものことなが

ら鹿港ＲＣの皆さんの熱烈歓迎に応えるべく４０テ

ーブルを回ってのホタラで悪酔いし、帰国しても暫

くお酒がきらいになるほどでした。 

 

 １１月１７日には、地区補助金を利用した当クラ

ブ社会奉仕事業として公徳学園の子供たちを枚方パ
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ークへご招待しました。公徳学園に対しては今年度

で４年続けての奉仕活動となりましたが、先生や子

供たちとの信頼関係も構築され、互いに顔見知りに

もなり、子供たちからも気軽に声をかけて頂いたり

して、子供の成長と笑顔を間近に見ることで、継続

事業の良い点をたくさん感じることができました。 

岡本委員長には補助金の申請から手配頂き、本当に

感謝しております。 

 １２月５日には、当クラブの第１回ゴルフ同好会

が飛鳥カントリーにて開催されました。 

 

 １２月７日には地区大会が大阪国際会議場で開催

され、当クラブと提携先として岩橋会員の所属され

るハンガーゼロが友愛の広場ブースにて展示を行わ

れ、多くの方々から注目を浴び、当クラブの皆さん

とも一緒に記念撮影を行うなど親交を深めました。 

 

１２月１５日にはここシェラトン都ホテルにてクリ

スマス家族会が開催されました。総勢５０名近い会

員・ご家族・ご友人にご参加頂き楽しい時間を共有

することができました。小川親睦委員長有難うござ

いました。 

 

昨年の行事としては、以上ですが、申し上げてお

かなければならないこととして、昨年は大変天災が

多かったことがございます。 

６月の大阪北部地震から始まり、９月の胆振東部地

震、台風２０号、台風２５号と立て続けに大型の天

災に見舞われました。特に大阪は地震と台風による

被害が大きく、たくさんの犠牲者を出し、関西空港

などの都市機能も麻痺する事態となりました。改め

て、天災に備える意識の重要さを学んだような１年

でした。 

 

 年が開け、１月２１日には、新年会が開催されま

した。久しぶりに皆さんにお会いして、楽しいひと

時を過ごすことができました。米山奨学生のアイン

さんによる歌も披露して頂きました。大変うまかっ

たように憶えております。 

 ２月１８日には、東大阪西クラブとの合同例会が

ございました。 

 

 ３月３０日は、春の家族会として、総勢 30 名で

バスをチャーターして、三重県ナガシマアウトレッ

トとなばなの里へ行って参りました。 

天候の悪い中、小川親睦委員長には、イレギュラー

な手配を色々して頂いて、大変だったと思います。

雨の中でも、イルミネーションは必見の価値があり

皆さんもそれぞれ楽しんでいたように思いました。 

 

 ４月３日には、近藤会員のお計らいで、名門茨木

カンツリー倶楽部にて第二回ゴルフ同好会が開催さ

れました。久しぶりに近藤会員とお会いでき、懇親

会では様々な意見交換もでき、楽しく有意義な時間

を過ごすことができました。ただ優勝、ニアピン、

会長賞はビジターの方の総取りとなり少しあっけに

取られたことを憶えております。 

 

４月１１日には、社会奉仕事業として赤十字センタ

ーと協力し、布施駅ロータリーにて、献血活動を実

施いたしました。各会員の社員さんにも多数ご協力

頂き、目標とした６０人の献血を達成することがで

きました。岡本委員長をはじめ、会員の皆様のご協

力に感謝申し上げます。 

  

 ５月は、当クラブの主だった行事は、例会と最後

の情報集会しかございませんでした。しかしなんと

いっても１日から元号が令和に変わったことは、大

きな出来事であり、元号に対する対応に慣れるのに

少し時間がかかったような気がいたします。 

 

 ６月１０日には、当クラブ国際奉仕事業であるシ

ープケアの小学校給食支援のためのバスプロジェク

トの経過報告ならびに当クラブからの支援金目録の

授与が行われました。こちらは、毎年５０万円の支

援を５年間行う３年目となっておりましたが、それ

にともなうチャリティーイベントは様々な問題で実

施することができず、残念でしたが、次年度以降で

すばらしいイベントを企画していただけると幸いで

す。 

  

 最後になりますが、１年間お仕事がお忙しい中

で、私を支えていただいた尾崎幹事、そして岩橋Ｓ

ＡＡ、細川東輪会実効委員長、小川親睦委員長をは

じめ、各委員会委員長の皆様、会員の皆様そして事

務局の脇門さんに感謝申し上げるとともに皆様から

様々な場面でご指導・ご鞭撻賜ったことを胸に今後

も頑張って参りたいと思います。 

  

 次年度からは、米山奨学委員長を務めながら、地

区のクラブ奉仕委員会へ出向して参ります。会員減

少の中、居心地は悪くなりますが、有益な情報をク

ラブに持ち帰り、お役に立ちたいと思いますので今

後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

幹 事 報 告          幹事 尾崎 元 

1.6 月 21 日(金) シェラトン 3 階 春日の間にて、

ＩＭ第４組 新旧合同会長・幹事会が開催されま

す。金子会長、尾崎幹事、浅野次年度幹事に出席し

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

2.次週は休会になりますのでお間違えの無いよう、

ご確認のほどよろしくお願いします。 

 

出 席 報 告          小川 委員長 

本日の会員数 １８名 

本日の出席者数 １２名 

本日の出席規定適用免除会員 １１名 

本日の出席率 ８６．６６％ 

５月２０日の修正出席率  ８７．５０％ 
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ニコニコ箱報告        ＳＡＡ 岩橋 竜介 

尾崎幹事 1 年間、幹事業務にご協力ありがとうござ

いました。次年度浅野さんが幹事で安心

です。 

佐井会員 金子会長、尾崎幹事、1年間大変お疲れ様

でした。そしてありがとうございまし

た。 

次年度会長懇親会（任意） 

6 月 6日に次年度会長の懇親会がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換プログラム報告     岩橋 竜介 

青少年交換プログ

ラムで昨年の 7月か

ら来ていましたガブ

リエル・バローズ

（ゲイブ）が花園高

校で修了式をして頂

きました。 

私と岩﨑会員ご夫

妻と参加してまいり

ました。また地区か

らの感謝状を校長先

生にお渡して、クラ

ブを代表して感謝の

挨拶をしてきまし

た。 

 

 
 
 

 
 

6 月の 17日には最後の例会

に参加して挨拶とバナー交

換しました。 

 

 
 

24 日に帰国しますので私と岩﨑会員ご夫婦と見送

ってまいりました。関西空港から羽田経由でトロン

トに向けて無事出発していきました。 

皆様のこれまでのサポートに感謝いたします。 

 
 


