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第 2144回例会  令和 2年 7月 6日（月曜日）第 1号  

 

本日の例会 ７月６日（月）    第１例会 

●ソング 『 奉仕の理想 』 

●会長挨拶並びに新年度方針説明 

岡本慎一会長 / 細川勝治幹事 

岩橋竜介会長ノミニー ： 国際奉仕・米山奨学会 

副会長・職業奉仕 ： 宮田照男     

● 本日の献立 軽食ワンプレート 

次回の例会 ７月１３日（月）    第２例会 

直前会長幹事慰労会 太閤園「淀川亭」 

１７：３０集合・写真・例会  １８：３０慰労会 

（ネクタイ着用でお越し下さい。） 
 
前回の例会 6月２２日（月）   第２例会 

 

会長年度末挨拶       会長 佐井 義昌 

皆様こんばんは。 

 本日は 2020年年度末の例会となり、最後のご報

告を申し上げます。 

 会員の皆様には一年間ご協力ありがとうござい

ました。 

 昨年 7月 1日から始まり、クラブ創立 48年目と

して年度スタートしました。浅野幹事、佐藤副会長

をはじめ各委員会の委員長ならびに委員の皆様の

ご活躍により一年間無事終わろうとしています。心

から感謝します。 

この日はまず会長方針説明及び各委員長様の方針

説明から始まりました。また、藤原会員、浅野会員、

岩橋会員からご紹介いただいた名村新会員、久武新

会員がご入会されました。今回新たに入会していた

だくのが本当に久しぶりなので、大変うれしく思い

ます。三名の会員の方々、ご苦労様でした。また、

台湾鹿港 RC5名の方々も出席されていました。 

 7月 8日には金子直前会長、尾崎直前幹事の慰労

会を太閤園にて開催させて頂きました。 

 8 月 26 日には青少年支援留学生の岩橋会員から

ご令嬢・映美さんがアメリカから帰国したことを報

告されました。 

 9月 2日には公徳学園の児童をユニバーサルスタ

ジオ・ジャパンに招待するための地区補助金が 8月

22 日にクラブの口座に 201,420 円入金されたこと

を細川社会奉仕委員長からご報告がありました。 

 9 月 9 日には東大阪 RC がホストクラブとして、

東輪会をシェラトン都ホテルで開催しました。加茂

ガバナー補佐は 1M再編成と中期計画策定について

講話され、大変良い経験になりました。 

 9 月 19 日には第一回情報集会が四川で開かれま

した。 

 10月 7日には岸上新会員がご入会されました。 
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 10 月 10 日には東大阪みどり RC がホストクラブ

を担当し、四宮ガバー公式訪問を兼ね、今年度初め

ての合同例会を開催致しました。 

 10月 17日には元阪神タイガース選手のマット・

マートンさんによるチャリティーサイン会イベン

トを布施で開催しました。イベントでの約 40万の

収益は、ナイロビのスラム街にあるシープケア学校

の給食支援に寄付いたしました。 

 10月 25日から 27日まで、総勢 12名で台湾姉妹

クラブ鹿港 RC37 周年記念行事に参加いたしまし

た。記念式典の前日に台湾外務省から台北国賓大飯

店へのご招待を受けました。これは大変光栄な事で

あります。26 日に記念式典があり、鄭会長はじめ

会員に皆様の熱烈な歓迎と豪華な招待を受けまし

た。 

 11月 10日には細川社会奉仕委員長の下、公徳学

園の児童をユニバーサルスタジオ・ジャパンに招待

しました。 

 11月 15日には東輪会ゴルフコンペが太子カント

リークラブで開催されました。東大阪西ロータリー

クラブが東輪会ホストを担当され、我クラブ 7 名

の会員が参加しました。小川会員が優勝されまし

た。 

 11月 18日には例会前に｢真珠の間｣にて指名委員

会を開催しました。 

 11月 28日には第 2回情報集会が四川で開かれま

した。 

 12月 13、14日の二日間に渡り、地区大会が国際

会議場で開催されました。多数の会員方にご参加い

ただきましたこと、誠にありがとうございました。

この度、皆様のお陰でシルバー賞を頂く事ができ、

大変光栄でございます。次はゴールド賞を目標にし

て、皆様頑張ってくださいね！ 

 12月 21日にはクリスマス家族会シェラトン都ホ

テルにて開催されました。総勢約 50名近い会員及

びご家族、ご友人にご参加頂き、楽しい時間を共有

する事ができました。小川親睦委員長ご苦労様とあ

りがとうございました。 

 年が変わって、1 月 20 日には例会及び新年会が

開催されました。楽しい新年会で、あっという間の

ひと時でした。又、浅野会員からご紹介いただいた

芝池新会員と名村会員からご紹介いただいた帆足

新会員がご入会されました。 

 2 月 17 日には当クラブがホストを担当し東大阪

西 RC合同例会を行いました。 

 2月 20日は当クラブ 48周年記念日でした。当ク

ラブは 5 周年ごとに記念例会を開催いたしており

ますので、今年は残念ながら、開催はありません。 

 3月 2日から新型コロナウィルス緊急事態宣言の

ため、3月・4月分の例会はすべて休会しました。 

 4月 3日、金子委員長から、今年度米山奨学生は

大阪商業大学大学院生のベトナム出身レグエンタ

ンチーさんということをご報告いただきました。 

 4月 9日第 2回ゴルフ同好会（オープンゴルフ）

茨木カントリーゴルフ場予定でしたが、新型コロナ

ウィルスのため、キャンセルとなりました。 

 4月 14日、当クラブ 35周年記念時東大阪公園に

植樹された桜の立派な開花具合を浅野幹事から画

像提供して頂きました。ありがとうございました。 

 4 月 15 日、細川社会奉仕委員長より血液の不足

が続いている献血活動は、血液センターによると、

新型コロナウィルスにより、活動再検討時期未定と

の報告をいただきました。細川委員長、ご苦労様で

した。 

 4 月 24 日、百済委員長から、地区補助金を利用

した当クラブ青少年奉仕活動として、公徳学園の子

どもたちを枚方パークへ招待する日程が次年度 11

月 8日月曜日に決定したことの報告がありました。

百済委員長ありがとうございました。 

 5月 6日新型コロナウィルスの事態はまだ不安定

でしたので、5月例会も休止しました。 

 5月 12日、2660地区代表幹事の高谷様から新型

コロナウィルス感染症拡大防止特別プロジェクト

「友愛」へのご協力及び参加の依頼がありました。

しかし、我が会は、既に東大阪保健所の野外に PCR

検査などの新型コロナウィルスの検査をするため

の折りたたみ式テントを寄付することを決定して

いましたので、本部のプロジェクトの依頼に応える

ことはできませんでした。 

 ５月１４日、今年度米山小学生レグエンタンチー

さんが誓約書と奨学金の手続きを事務局にてしま

した。 
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 ５月１８日には、臨時理事会が上本町浅野幹事の

事務所で開かれました。 

 ５月２７日、私と浅野幹事、細川社会奉仕委員長

の三人で、東大阪市長室にて医療用テント贈呈式を

行いました。野田市長からは感謝状を頂戴いたしま

した。 

 ６月８日は、東輪会の今年度東大阪西ロータリー

クラブホストクラブからの共同寄付依頼がありま

したので、弊クラブからは感染症拡大防止にフェイ

スシールドを寄贈し、賛同事業の贈呈式に参加しま

した。東大阪野田市長からは感謝状を頂戴いたしま

した。 

 ６月１５日に、新型コロナウィルスでずっと休会

していた例会を３ヵ月ぶりに行いました。 

 ６月２５日、布施前北口献血活動を弊クラブ今年

度最後の活動として、皆様にはたくさんのご協力を

して頂きました。本当にありがとうございました。 

 最後に成りますが、クラブ運営に大変ご尽力とお

世話をして頂きました浅野幹事、佐藤副会長及び各

委員長、理事役員と会員の皆様方、事務局の脇門様

には心より御礼と感謝を申し上げます。 

 それでは、岡本次年度会長、よろしくお願いいた

します。 

 

幹 事 報 告        幹事 浅野 光男 

1.次週は７月６日(月)次年度の第１回目の例会と

なります。次年度岡本会長の会長挨拶及び各委員

長の新年度方針説明です。各委員長におかれまし

ては計画書のご準備をよろしくお願いいたしま

す。 

2.同じく次週、例会終了後、2020-21年度第１回理

事役員会を２階レストランゆうの奥個室にて開

催致します。次年度理事役員の皆様にはよろしく

お願いいたします。 

3.６月 25 日（木）は今期最終奉仕活動、「献血活

動」を午前１０時から午後４時３０分まで、近鉄

布施駅北口ロータリーにて行います。皆様、ご協

力をよろしくお願いいたします。 

4.先週会員の皆様方に送信させて頂きました、クラ

ブ研修委員会アンケートのご回答を今期中に提

出を宜しくお願い致します。 

これは藤原クラブ研修委員長のバズセッション

での資料ですが、次年度への重要な申し送り資料

となりますので、ご回答を宜しく願い致します 

１年間ご指導ご支援ありがとうございました。 

出 席 報 告           帆足 委員 

本日の会員数 ２１名 

本日の出席者数 １7名 

本日の出席規定適用免除会員 １１名 

本日の出席率 ９３．７５％ 

６月１５日の修正出席率  ９４．４４％ 

 

ニコニコ箱報告      副ＳＡＡ 岩橋 竜介 

佐井会長 皆様１年間会世話になり、本当にあり

がとうございました。 

浅野幹事 今期最終例会となりました。１年間あ

りがとうございました。 

佐藤会員 本日は佐井会長年度最後の例会となり

ました。 

無事終了となります。皆様のご協力に

感謝致します。謝謝！ 

百済会員 佐井会長、浅野幹事、１年間お世話に

なりました。 

小川会員 佐井会長、浅野幹事、1年間お疲れ様

でした。 

岡本会員 加茂ガバナー補佐様、吉﨑ガバナー補

佐エレクト様本日は宜しくお願い致し

ます佐井会長、浅野幹事 1年間ありが

とうございました。佐井会長には私が

担当した国際奉仕委員会にもロータリ

ー財団委員会にも多大なご協力頂きま

した。 

 

社会奉仕委員会ご報告    委員長 細川勝治 

６月２５日(木)に今期最終社会奉仕と致しまし

て、近鉄布施駅北口ロータリーにて開催いたしま

した、「献血活動」にはたくさんの会員の皆様にご

協力を賜りまして誠にありがとうございました。 

 お蔭様で血液センターの採取予定量を大きく上

回る５６名の方から 400ｍｌの献血をして頂くこと

ができ、日赤の方からも感謝のお言葉を頂きまし

た。
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