
1 

 

 

 

第 2155回例会  令和 3年 3月 15日（月曜日）第 12号  

 

本日の例会 ３月１５日（月）     第２例会 

● ソング 『 それでこそロータリー 』 

● 50 周年記念行事について 

担当：岩橋 竜介  会長エレクト 

金子 勝信  50周年実行委員長 

● 本日の献立 フランス魚料理 

次回の例会 ３月２２日（月）     第３例会 

● 卓 話 『 講道館柔道』 

担当：細川 勝治会員 

前回の例会 ３月８日(月)       第 1例会 

  

幹 事 報 告         幹事 細川 勝治 

久しぶりの例会になりますが、会員の皆様におかれ

ましては新型コロナウイルスの為に、不自由な日常

生活を過ごされていると思いますが、こうして皆様

方のお元気なお顔を拝見する事が出来て大変嬉しく

思っています。 

次年度まで残り少ないクラブ活動になりますが、岡

本会長と共に精一杯クラブ運営に励みますので皆様

の御協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

①本日例会終了後、シェラトン５階「カトレア」にて

第６回定例理事役員会を開催致します。理事役員

の皆様方には宜しくお願い致します。 

②4月 7日（水）は、茨木カンツリー倶楽部にてゴル

フ同好会です。ご参加の皆様にはよろしくお願い

いたします。 

③3 月 13 日(土)に開催されます、会長エレクト研修

セミナーには岩橋会長エレクト、岩崎次年度幹事

にＺＯＯＭにて参加して頂きます。宜しくお願い

致します。 

④長年、事務局員としてクラブ運営に携わって頂き

ました脇門さんが、高齢な上、体調が悪く 3月末に

て辞める事になりました。後任に新しく事務局員

になります田上純子さんを紹介します。東大阪ロ

ータリークラブの仲原幹事より紹介して頂き、岡

本会長と共に面接しました。田上さんはライオン

ズクラブで 10年間、事務局として稼働された経験

者で明朗な性格であり、パソコン・会計などのスキ

ルも兼ね備えた方です。 

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 ８８．２４％ 

１１月２日の修正出席率     ９０．４８％ 

ニコニコ箱報告        ＳＡＡ 尾崎 元 

岡本会長 ごぶさたしております。3月に入り、残

り４ヶ月全力で頑張りますので、宜しく

お願い致します。 

細川幹事 今年初めての例会です。 

皆様お元気ですか。 

宮田会員 皆様、お久しぶりです。本年度もよろし

くお願い致します。 

百済会員 会員の皆様 今年もよろしくお願いしま

す。 
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岩﨑会員 今年初めての例会です。宜しくお願い致

します。 

岩橋会員 ・久しぶりの例会に、嬉しさと緊張とが

入り混じっております。再開を祝して。 

・チーちゃん一年間のお付き合いでした

が、回数が少なくて残念でした。 

帆足会員 あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

１２月のお祝い 

○配偶者誕生日 林楢代様、宮田千恵子様、 

佐藤ひろ子様、佐井厚元様 

○創業記念日 林孝信、岡本慎一、名村美紀、 

帆足嘉寿大（各会員） 

〇11月の内祝いニコニコ 累計  464,500円 

〇11月のニコニコ箱 36,000円 累計  238,300円 

1 月のお祝い 

〇入会記念日 岩﨑史郎、芝池福子、帆足嘉寿大

（各会員） 

〇会員誕生日 岩﨑史郎、岩橋竜介（各会員） 

○配偶者誕生日 細川治美様 

〇結婚記念日 百済洋一、岩﨑史郎、久武奈緒美 

岸上好廣（各会員） 

〇12月の内祝いニコニコ 累計  464,500円 

〇12月のニコニコ箱   0円 累計   238,300円 

２月のお祝い 

〇入会記念日 林孝信、佐井義昌、岩橋竜介 

（各会員） 

○配偶者誕生日 金子桂様、久武壮和様、 

岸上幸世様 

〇結婚記念日 林孝信、佐井義昌、尾﨑元 

（各会員） 

〇1月の内祝いニコニコ 累計  644,500円 

〇1月のニコニコ箱   0円 累計  238,300円 

３月のお祝い 

〇会員誕生日 小川高弘、岡本慎一、尾﨑元 

（各会員） 

○配偶者誕生日 浅野郁子様 

〇結婚記念日 藤原英夫会員 

○創業記念日 岩﨑史郎会員、芝池福子会員 

〇2月の内祝いニコニコ 累計  880,000円 

〇2月のニコニコ箱   0円 累計  244,300円 

親睦委員会           金子 委員長           

第 1回ゴルフ同好会のご報告 

2020年 11月 18日（水） 

於；飛鳥カンツリー俱楽部 

優勝・ベスグロ 浅野会員 

ドラコン    金子会員、芝池会員 

ニアピン    浅野会員 入賞   帆足会員 

 

 

 

会長挨拶          会長 岡本  慎一           

みなさま ごぶさたしております。 

コロナウイルスの感染も少し落ち着きました。よう

やく緊急事態宣言も解除されて、昨日は、緊急事態

宣言解除後の初の週末でしたが、いかがお過ごしだ

ったでしょうか。 

緊急事態宣言は解除されたものの、感染者は、引き

続き報告されていますので、気を緩めずに、感染防

止を徹底してまいりたいと思います。 

とはいいながら、本日、こうして、会員の皆様と、

インターネットを介してではなく、このようにリア

ルにお会いできて、リアルに顔を見られて、話がで

きて本当にうれしい、これまで長かったとしみじみ

と感じております。 

早いものでもう 3月に入り、今年度も残り４カ月と

なりました。 

会長はこの間何をしていたのかという声も聞こえて

きそうで、申し開きもできるわけでもないのです

が、ここまでの活動を振り返ってみたいと思いま

す。 

少し振り返ると、昨年末には、最後皆様とお会いす

る機会もなく、年を終えるという異例の年越しでし

た。年末年始はいかがだったでしょうか。 

以前までのような年末年始の過ごし方とは違ったも

のがありましたでしょうか。 

なかなか身内で集まることも以前のようにはいかな

かったかと思います。 

私にも昭和 19年生まれの母親がいますが、会って

もいいものかどうか悩みましたが、自宅で静かに会

う程度のことで済ませました。 

また、今年に入って１月、２月と皆様とお会いする

こともできませんでした。 

この間、毎月 1回行われる、ＩＭ４組の会長による

zommを利用したミーティングが開催されて、各クラ

ブの状況について情報収集を行いました。 

その他、財団セミナーや、米山奨学生チーちゃんの

修了式も zoomを利用して行われました。 
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他クラブでは zoomで例会が行われたり、実際に集

まる方と zoomを利用してリモートで参加する方と

が混在しているハイブリッド形式で行われるなどの

工夫をして例会が行われているようです。 

 

わがクラブでも試行的に zommミーティングを行っ

たりしましたが、やはりリアルに会う方が良いとい

う声が、先輩方だけではなく、いろいろな会員から

の意見もあり、わがクラブとして引き続きどのよう

な例会のあり方がいいのか検討していきたいと思い

ます。 

今年度は、可能な限り、会員がリアルに会える例会

を行っていきたいと思います。 

 

例会は、中止されていましたが、この間、会員同士

で、様々な形でお会いする機会があった方もいたか

と思います。 

私の方は、細川幹事や、次年度岩橋会長、次年度岩

崎幹事とミーティングを行い、50周年記念式典実行

委員長の金子会員にも加わって頂いてミーティング

を行うなどしました。 

東大阪中央ロータリークラブこの３月でちょうど 49

歳になりました。 

私もこの 3月明後日で 49歳になりますが。 

まもなく、50周年記念式典を控えることになってい

ます。 

50周年記念式典に向けた準備も、具体的に進みつつ

ありますが、何かふさわしい記念事業を行うことが

できればと考えていますが、記念事業については全

くの白紙であり、どのような事業が良いか、みなさ

んと相談させていただきたいと思います。 

今年度、残りの４カ月でやれることは、行って参り

たいと思います。 

まず、国際奉仕事業に関しては、ケニアナイロビの

シープケアセンターへのバスプロジェクト（５か年

計画）の５年目になります。 

地域の子供たちの健全な発達に必要な支援として続

けてまいりました。 

最終年度まで継続し続けられて本当に良かったと思

います。 

これまで、元阪神タイガースのマット・マートン選

手やゴルファーの中島つねゆきにも無料でチャリテ

ィーイベントに参加して頂きました。 

→マートン話→ 

昨年、布施の商店街のホールで行われたチャリティ

ーイベントは大盛況で、支援金を捻出することがで

きました。 

会員皆様で盛り上げて成功することができました

が、心残りは、岩橋会員をはじめ有志で記念式典か

寄贈式などを行うためにケニアに行きましょうとい

う話をしていたのですが、 

この国際奉仕事業は、私のロータリークラブへの紹

介者である有江元会員が携わっていた国際飢餓対策

機構という団体の飢餓撲滅に向けた活動です。 

飢餓の実情、経済格差の状況を、直接目で見て肌で

感じたかったのですが、実現できずに残念です。 

このプロジェクトが今後も、うまく運用されていく

ように、関心を持ち続けていきたいと思います。 

 

次に、社会奉仕事業に関してですが、コロナ禍でど

のようにすれば良いのか、あるいは、どのような社

会奉仕を行うべきかについては、引き続き懸案事項

として百済社会奉仕委員長と相談しながら、理事会

でも協議してまいりたいと思います。 

当クラブが例年行っている社会奉仕事業としては、

布施駅前で行う献血活動と、三木会長年度から始め

た児童養護施設の公徳学園の子供たちのためのイベ

ント 

コロナ禍に即した奉仕事業を新たに行っているクラ

ブもあります。 

それはそれで貴重な奉仕活動かと思います。 

ただ、コロナ禍であっても、従前と変わらず奉仕活

動を行うことが重要であると考えています。 

 

献血に関していえば、コロナ禍でソーシャルディス

タンスが必要であっても、新鮮な血液を必要とする

方は絶対いますので、もう一度、そのことを肝に銘

じて、今年度も、献血活動を実施したいと考えてお

ります。 

 

また、児童養護施設公徳学園の子供たちは、理由が

あって、一般的な家庭で生活できない子供たちで

す。その子供たちにとって、楽しい思い出を作って

もらいたいという理念のもと三木会長の時から始ま

り、その後毎年続けています。 

児童養護に関しては社会的養育が重要と言われてお

り、毎年のこどもたちの成長を喜び、関心を持ち続

けていることは伝えることができればと思っていま

す。 

例年は、ホテルに招待してショーなどで楽しんでも

らったり、テーマパークに連れて行ったりなどをし

ていました。 

今回、コロナ禍で、できることは限られています

が、子供たちには、思いを伝えれる何かをしたいと

考えています。 

地区からの補助金事業でもあり、百済委員長と実現

したいところです。 
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ロータリー活動で重要な活動の１つであるといわれ

る親睦活動ですが、親睦活動としては、ゴルフ会は

行われているものの家族会、クリスマスイベントは

実現できていません。ゴルフができない私は、金子

委員長、細川幹事にお任せしきりです。 

クリスマス会恒例の金子サンタにお会いできないの

も寂しい限りではあります。親睦活動に関しては、

今後も金子委員長と相談しつつ、適切に行っていき

たいと思います。 

 

また、情報集会に関しても、開催できておりません 

情報委員長の小川委員長と相談して適切に対応でき

ればと考えております。 

 

会員増強に関しては、コロナ禍の難しい局面ではあ

りますが、今のところ退会者はなく、一つの目標は

達成できているかと思います。 

 

姉妹クラブとの交流に関して、今年は鹿港への訪問

を実現できていません。 

鹿港の祈念式典にも出席できず、祝辞を述べるだけ

でした。 

 

会計に関しては、浅野会計の精査を受けて適切に処

理ができる仕組みを作成しています。 

 

ＳＡＡやロータリー財団は尾崎先生にお願いいして

います。多忙なところすみません。副ＳＡＡの久武

会員による司会も楽しみにしています。 

 

これからも皆さんの尽力があって適切な対応が可能

と思っております。 

どうぞ最後までご協力の程、よろしくお願い致しま

す。 

米山奨学生レポート    レ グエン タン チー 

【これまでの奨学生の生活で得たものや、 

日本留学の成果などについて】 

 

あっという間に１年の奨学生生活はもうすぐ終わり

ます。今年、新型コロナウィルスの影響で学校の授

業のみならずボランティア、アルバイト、インター

ンシップなどもすべて停止になって、ロータリーク

ラブの例会も休会を余儀なくされました。大変な１

年間でした。 

ところが、それに引き換え、今まで忙しくてできな

かったことをたくさん遂げました。例えば、お正月

の準備です。いつもお世話になってくれた先生とカ

ウンセラーの皆様と友達に年賀状を送りたいため

に、愛情を込めて年賀状を書くこと及びはがきを飾

ることなどを楽しく完成しました。27日に部屋の大

掃除が終わって、その後、新たな気持ちをもってお

正月を迎えるために、しめ縄と鏡餅を飾りつけまし

た。 

そして、元旦に友達と住吉大社で初詣をしました。

今年縁おみくじを引いたら大吉だったので、彼氏が

できるだろうと思っております。 

又、例会に参加した日々はカウンセラーの皆様は常

に笑顔で声をかけてくれて、話してくれました。 

コロナ渦で例会が停止になった際にも、カウンセラ

ー様、岡本会長、岩橋様、久武様、脇門様はいつも

ラインで連絡をして頂いて、心配して頂きます。と

ても心強いものです。皆様のご応援とご指導で私は

この 1年安心して勉強したり研究したりできまし

た。心より感謝致します。今年も米山学友会の活動

の元に、初めて宝塚歌劇の公演を観賞しました。極

めて素晴らしい演奏でした。 

ロータリー米山奨学生になったお陰で、日本語や研

究はもちろん、日本の文化を深く理解できるチャン

スとカウンセラーの皆様からのご指導を頂き、私に

とっては大変幸せで忘れられない留学記念です。卒

業後にも皆様とこの縁を引き続きたいと思っており

ます。 

  2020～2021年度 第 6 回理事役員会議事録           

日 時 2021年 3月 8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（欠） 百済洋一 浅野光男 

岩﨑史郎 小川高弘 金子勝信  尾崎 元                

(計 10名) 

議  案 

１、4月 5月の例会開催について 

通常通りの例会とする。卓話も予定通りにする 

（ビジターも予定通りに受ける） 

２、3月 25日（木）情報集会について 

中止となります 

３、献血活動 4月 22日（木）決定の件 

  卓話 4月 12日（月）に依頼中      承認 

４、今年度、公徳学園奉仕活動の件 

中止にする。地区よりの補助金は返還する 

５、次年度地区補助金申請の件       承認 

 百済委員長と相談の上至急に申請する 

６、ＨＰ支払のカード払い登録の件（年 10,800円） 

当クラブ名義でカード作成可能か調べる 

管理は会計とする 

７、50周年分の週報をデータ化し、ＨＰにアップす

る件（2002～2021年までデータ化済）    承認 

８、50周年記念誌の件（見本あり） 

次年度会長、幹事、50周年実行委員長に一任する 
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