
1 

 

 

第 2147回例会  令和 2年 8月 3日（月曜日）第 4号  

 

本日の例会 ８月３日（月）      第１例会 

● ソング 『町に灯を』 

●新年度方針説明 

 クラブ奉仕 : 藤原英夫  

出席・情報 : 小川高弘 

親睦活動・50周年実行委員会 : 金子勝信  

会員増強・分類・姉妹クラブ交流 : 岩﨑史郎 

● 本日の献立 軽食カレー 

次回の例会 ８月２４日（月）      第２例会 

● オープン例会 

● 本日の献立 鰻定食 

前回の例会 ７月２７日(月)       第３例会 

● ゲスト 帆足会員ご友人    奥中 祐亮様 

   〃       片岡 伸治様 

会 長 挨 拶         会長 岡本 慎一 

皆様こんにちは。 
本日は、前回の直前会長幹事慰労会の際の移動例

会に続いて、新年度３回目の例会です。 
前回の例会から２週間ありましたが、いかがお過ご
しだったでしょうか。 
先週後半からの４連休は、あいにく雨降りが続

き、出かけにくかったのではないかと思います。 
私の方は、前回の例会後、７月１７日金曜日に、Ｉ
Ｍ４組のガバナー補佐、各クラブの会長による ZOOM
を利用した会議が行われました。 
会議では、新年度の各クラブの状況について報告等
が行われました。 
コロナ感染予防対策が必要な中での各クラブの運営
に皆様悩まれているようでしたが、大阪での感染者
数の増加、東大阪市内のスポーツバーでのクラスタ 
ー発生等気がかりなニュースが流れていますので、
今後、一層、引き締めて感染防止に向けたクラブの
あり方について話し合っていくことができればと思 

います。 
さて本日は、新年度方針説明ということで、各委

員長から方針説明をお願い致します。先行き不透明
な状況下ではありますが、各委員長におかれては、
どうぞよろしくお願い致します。 
幹 事 報 告         幹事 細川 勝治 
①本日、「2020－21年度上期会費お振込みのお願い」
をポストに配布しております、お振込みを宜しくお
願いします。 
なお、先日の直前会長幹事慰労会の会費も一緒に請
求させて頂いております。 
②また、2020-21年度からの会員名簿もポストに 2冊
ずつ配布しております。ご確認のほどよろしくお願
いします。 
③次週例会終了後、第２回定例理事役員会をシェラト
ン２階 ゆうの奥個室にて開催致します。理事役員
の皆様には宜しくお願い致します。 
④50 周年記念式典実行委員長には出席理事の全員一
致をもちまして、金子勝信会員に決定しました。準
備委員には理事全員で任に当たることに決まりまし
た。 
ニコニコ箱報告     副ＳＡＡ 久武 奈緒美 
金子会員 帆足会員のご友人の奥中様、片岡様、よ

うこそお越し下さいました。今後とも宜
しくお願いします。 

芝池会員 新年度、宜しくお願い致します。 

帆足会員 岡本会長、細川幹事、新年度 1年間よろ
しくお願いします。 

クラブ奉仕委員会      委員長 藤原 英夫 
今期クラブ奉仕委員会を担当するようご指名を受

けました、岡本会長には資質不足でお役にたてそうに
ありません と伝えております。 
ところで、ＲＩのホルガ・クナーク会長は“Ｉ 

SERVE”を自ら率先して行う人でありロータリー活動
は楽しんでやりましょうと言っておられます。 
と同時に世界が切実に必要とするロータリーになる
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為には、変わらなければならないとも言われていま
す。 
またボランティア活動を進んで行う若い人々に今の
ロータリーそのものは受けいれられるのだろうかと
“I SERVE”の再認識を求めておられます。 
また、2660 地区の簡ガバナーも抽象的な表現です

が、“基本にもどって、未来へ”と同じ趣旨のＩ serve
と個々のリスペクトのことを言っておられます。 
そして岡本会長からは“伝統を守り、絆で新たな扉を
開けよう そして 50 周年に向け前進しよう”という
明確な方針が出されています。 
これらに基づき各委員会ごとのバランスの良い関

係の構築に注力し進めて行かなければならないと感
じています。 
コロナにより多大の負の出来事があったとは言え、当
クラブの基本姿勢を変えることなく奉仕を積み重ね
て行くのがいい様に感じます。 
出席委員会        委員長 小川 高弘 
今年度出席委員長を仰せつかりました小川です。 

久武会員・名村会員・芝池会員・帆足会員の５名で活
動してまいります。 
本年度出席委員会は、すべてのクラブ会員があらゆ

るロータリーの会合に出席することを奨励・周知した
いと思います。（これには、地区大会、都市連合会、
地域大会及び国際大会への出席） 
特に当クラブの例会への出席と、当クラブの例会に出
席できない場合の他クラブ例会への出席を奨励した
いと思います。とはいえ、コロナ禍で無理の無い出席
をして頂き、健康管理には留意して頂きたいと思いま
す。 
ロータリー情報委員会    委員長 小川 高弘 
ロータリー情報委員長を仰せつかりました小川です。 
委員に久武会員・名村会員・芝池会員・帆足会員の５
名で活動してまいります。魅力ある、元気ある、クラ
ブになるようお酒の席ではありますが、毎回議題を決
めて有意義な会にしたいと思っております。 
情報集会予定日 
於：シェラトン都ホテル 3階「四川」 18：30～ 
第１回 2020年  9月 17日（木） 
第２回 2020年 11月 26日（木） 
第３回 2021年  3月 25日（木） 
第４回 2021年  5月 20日（木） 

親睦活動委員会       委員長 金子勝信 
期親睦委員長を仰せつかりました金子でございま
す。メンバー構成につきましては、副委委員長に名
村会員と帆足会員になって頂き、久武会員、芝池会
員と私以外は入会３年未満のフレッシュな顔ぶれで
１年間頑張って参りたいと思います。言うまでもご
ざいませんが、親睦委員会の目的は、ロータリー精
神である平等な立場で会員相互の親睦を深めること
により、奉仕を含めたロータリー活動の活性化を図
り、更には会員増強へ繋げることです。 
残念ながら、今期は新型コロナウイルスによる感

染拡大の第２波の中にあり、多人数での活動が 
難しい状況にあります。国や自治体のガイドライン
そして地区ロータリーの方針に従っての限定 
された活動となりそうです。 
その中で、精一杯、臨機応変に親睦活動を実施して
まいりたいと思います。 
具体的なスケジュールにつきましては、年一回の

家族会の実施、クリスマス家族会、年２回のゴルフ

同好会などを企画してまいります。 
また、名村副委員長、帆足副委員長に企画してもら
い、入会の見込みのある方を招いての食事会やオー
プンゴルフコンペなどを開催し、会員増強にも協力
していきたいと思っております。 
会員の皆さん、どうぞご協力の程よろしくお願い申
し上げます。 
50周年実行委員会      委員長 金子勝信 
５０周年実行委員長を仰せつかりました金子でござ
います。実行委員会は、理事会のもとに置き、理事
会のメンバーがそのまま実行委員とさせて頂きます 
私は、ロータリーも１３年と浅く、とても５０周年
実行委員長の大役を担うには、役不足であると痛感
しておりますが、ご指名された以上は、精一杯務め
させて頂く所存です。 
現在、当クラブに在籍する会員が一人も欠けるこ

となく、プラスαで会員増強を図り、盛大な 
５０周年記念式典を開催したいと存じますので、皆
様ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 
姉妹クラブ委員会      委員長 岩﨑史郎 
本年度、姉妹クラブ交流委員長の岩崎です。 副委

員長には、佐井会員にお願しています。 今年度も台
湾鹿港ロータリークラブとの交流を深めて参ります。 
10 月の周年記念行事については、コロナの影響が有
りますので会長、幹事の意見を参考に検討いたします
ので宜しくお願い致します。 
会員増強・分類委員会     委員長 岩﨑史郎 
昨年度に引き続き当委員長を仰せつかりました。 

副委員長には、帆足会員にお願いしています。 会員
増強は単年度の役割でなく常に会員全体が継続して 
行くものと考えます。今年度 2020 年はコロナの発生
で大変厳しい社会情勢で有りますが、会長方針に従い
会員増強と退会防止に努めて参ります。 
今年度は、昨年に続き２～３名の増強を目標に努力

いたします。 是非皆様方のご協力を宜しくお願い致
します。 

第 1 回定例理事役員会議事録 
日 時 2020年 7月 6日 (月)  例会終了後 
出席理事 (敬称略) 
岡本 慎一 細川勝治 岩橋竜介 藤原英夫(欠)  
宮田照男 佐藤三千秋 百済洋一 浅野光男(欠) 
岩﨑 史郎 小川高弘 金子勝信 尾崎元 

議 案 
１)10月 5日の 3クラブ合同例会について 
この時期、他クラブとの合同例会は控えた方がよ
いとの出席者全員の一致をしたので、日程はその
ままで（10月 5日(月)18：30～）単独で開催 

２、メークアップ受入れの件 無条件受け入れで承認                           
３、ＲＩ人頭分担金 送金の件 85,835円  承認 
４、地区分担金送金の件         全て承認                       

地区運営資金 5,000円×21 105,000円 
地区活動資金 3,500円×21  73,500円 
地区大会資金 2,000円×21  42,000円 

５、ロータリーの友支払いの件上期分 27,720円 承認                 
６、事務所 コピー機買い替えの件   41,770 円

（現在年間コスト 100,000円）承認 
７、クールビズの件 （７月～９月）     承認                           
８、その他 
５０周年記念式典実行委員長には出席理事の全員
一致をもちまして、金子勝信会員に決定致しまし
た。準備委員には理事が全員で任に当る事とする 
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