
 

 

2020 年７月２日発行 会報第１０１７号 

今週のプログラム 

（2020年７月２日 第 1017回例会） 

 

会長・幹事 就任挨拶 

 

担当：山本友亮 会長 

水本 徹 幹事 

   

次回のプログラム 

（2020年７月９日 第 1018回例会） 

委員会活動方針 

担当：クラブ奉仕  黒川委員長 

国際奉仕・青少年 松田委員長 

職業奉仕   藤田委員長 

社会奉仕   水島委員長 

第１０１６回例会 （２０２０年６月２５日の記録） 

第    回例会 （２０２０年  月  日）の記録 

＜会長の時間＞           木下 健治会長 

皆様、こんばんは。ようやく今日が最後の会長の時間となります。最初から今日まで余りあと何ヶ

月、何回という感覚はありませんでしたが、最後になってやっと、この会長の時間から解放される

と思うと本当に気が楽になります。大体毎週火曜日になるとそろそろ何を書こうかなと思いつつ、

火曜日には書いていたのですが、しばらくすると水曜日に書くことになっていて、さすがに何があ

るかわからないので、木曜日当日に書くことはなかったですが、水曜日の夜に書くことが多くなっ

ていました。何回書いたのか数えたら 39 回でした。コロナの影響で休会が 7 回あったので、やは

りそのくらいでしょうか。休会中は書かなくてよかったので、それはよかったのですが、その代わ

りに今後クラブ運営をどうしていくべきかと考えているとこちらの方が大変でした。またこの 1年

の振り返りは、後程させて頂きますので、よろしくお願い致します。会長の時間はルーチンなので、

イレギュラーよりは余程ましでした。出来る限りその時タイムリーなロータリーの話題がいいかな

と思って、テーマを選んできたと思います。最初の頃は、二十四節気のことが結構あったと思いま

すが、いつの間にか無くなり、例会場の移動のことや会長幹事会、他クラブの動向、記念例会や周

年行事、またガバナー訪問の目的やロータリーの友について書いたこともありました。そして 1000

回記念クリスマス例会の話や事務局引っ越しの段取りの話も多かったので、報告事項が多かったで

すね。また去年はこの辺りは大丈夫でしたが、台風や大雨で大きな川が決壊したり、大きな自然災

害もありました。11月と 12月には MDRTの関係で、本来なら今月開催予定であった世界大会の 

下見でアナハイムと人事委員会のメンバーとして米国本部があるシカゴへ出張があったので、例会

も欠席して藤田直前会長に会長の時間の代読をお願いしました。年明けは、長女の受験の話やそれ

からは新型コロナウィルスの話でした。会長の時間をこうやって振り返るとその時々の話題を挙げ

ているので、ちょうどよかったのかなと思います。書き始めるまでは大変でしたが、一旦書き始め

ると結構すぐに書き終わったので、これも訓練だったと思うと自分自身の書くスキルも上がったの

ではないかと思います。 

 

 



  

＜お客様＞ 高田宗慶様（山本雅之会員ご友人） 

） 

 
＜出席報告＞        水島 洋 副 SAA 

会員数（内出席免除会員 1 名）      19 名 

本日の出席者数            16 名  

（内免除会員 1 名） 

（名誉会員 ０名 ）     

本日の出席率                   84.21% 

6 月のホームクラブ出席率       81.58％  

＜ロータリーソング＞        全会員  

♪限りなき道ロータリー♪ 

 

＜本日のピアノ曲＞      近藤 美里さん 

１.Summertime 
２.浜辺の歌 
３.涙そうそう 
４.ショパン・エチュード「別れの曲」 

 

 

＜幹事報告＞                                渡邊 了允 幹事          

１.５月 20 日に大阪府新型コロナウィルス助け合い基金として当クラプから２０万円寄付を致しまし

たが、本日吉村知事から感謝状が届きましたのでご報告させて頂きます。 

２.地区共同プロジェクト「友愛」完了のご報告がガバナー事務所から届きましたので、回覧します。 

３.地区から次年度各クラブビジター受付の有無に関しての一覧表が送付されましたので、例会場に 

掲示致しました。例会を再開されても、会食を取りやめているクラブもありますのでメークアップ

をされる場合は、事前に確認をされた方が良さそうです。 

４.先週から修正済の次年度前期・後期プログラム及び理事・役員・委員会構成表を例会場に掲示致し

ましたのでご覧ください。次年度プログラム（両面印刷）は全会員のメールボックスに配布致しま

した。 

５.本日例会終了後、新旧合同理事会を開催致しますので新旧理事役員の皆様はご出席下さい。 

 

＜委員会報告＞                          藤田 芳浩 次期会報委員長 

次年度からは、会報は事務局にて作成いただくこととなりました。近藤様にはご負担をかけますが 

よろしくお願いします。卓話担当者は、データーを事務局へ送付する等、作成にご協力お願いします。 

 

＜出席表彰＞                              水島 洋 副 SAA 

■連続 22 年皆出席達成者（チャーターメンバー） 

    相原正雄会員 

■ホームクラブ例会皆出席達成者 

  木下𠮷宏会員 水島洋会員 

■メークアップを含む例会会出席者 

    相原正雄会員 藤田芳浩会員 木下健治会員 黒川彰夫会員 

    松田親男会員 水本 徹会員 渡邊了允会員 山本友亮会員 

■クラブ入会以来連続皆出席達成者 

    連続 17 年 3 ケ月 水島洋会員  連続 13 年 6 ケ月 藤田芳浩会員 

    不連続 12 年 8 ヶ月 木下𠮷宏会員  

                                      

 

 

 



 
＜ＳＡＡ報告＞                           山本 友亮 SAA 補助 

※スマイルボックス 

相原会員     木下会長、大変お世話になりました。 

村田会員     会長、幹事、今年はそれこそいろいろなこともあり大変でした。無事乗り切って 

いただきありがとうございました。本当にお疲れさまでした。 

木下（吉）会員 西本（明）会員  コメントなし。 

 

※ロータリー財団 

渡邊会員     １年間、大変お世話になりました。 

黒川会員     ファインセッション、よろしく。 

藤田会員     高田様ようこそ!! これからも宜しくお願いします。 

水本会員     本日 63 回目のバースデー。父の日と合わせても母の日に勝てない!! 

高尾会員     木下（健）会長、1 年間ありがとうございます。 

 

※米山記念奨学会 

渡邊会員     米山奨学生オリエンテーションに出席してきました。 

高尾会員     高田様 かんげい!! 

松田会員     台風、コロナ、例会場探し、ほんと色々ありました。会長幹事ご苦労様でした。       

木下（吉）会員 山本（雅）会員  コメントなし。 

 

※ラオス基金 

渡邊会員     結願 お礼申し上げます 

水本会員     木下会長、渡邊幹事、1 年間。いろいろあり。ご苦労様でした。 

高尾会員     渡邊幹事、1 年間ご苦労様です。 

相原会員     役員理事の皆様 ありがとうございました。 

木下（吉）会員 西本（詩）会員  コメントなし。 

 

※メイプル基金 

木下（健）会員  皆様、一年間ありがとうございました。 

渡邊会員     一年間ありがとうございました。 

山本（友）会員  高田様 本日もようこそ 

水島会員     木下会長、渡邊幹事、一年間ご苦労様でした。 

藤田会員     木下健治会長、渡邊幹事、一年間ありがとうございました!!これからも宜しく!! 

黒川会員     木下さん、渡邊さん、お疲れ様 

相原会員     渡邊幹事、大変お疲れ様でした。 

西本（詩）会員  コメントなし、 

 

  

 

 



 
＜会長の退任の挨拶＞          木下 健治会長 

今年度は 4 つの目標を掲げました。 

1 つ目は「クラブの主たる奉仕活動」です。 

今年度も「ラオス基金」を山本加奈子さんに送りました。今年度は、コロナの関係でラオスには行け

なかったので、他の災害支援のボランティア活動等ラオス以外の活動で使って頂ける様にしました。

ラオスの子どもたちに対する奨学金制度は、今年度は例会場の移動等もあり、検討できませんでした

が、次年度はこれを検討してもらってもいいかもしれません。 

福島への社会奉仕は、今年度は阿武隈川の氾濫という災害発生時に、姉妹クラブの福島 21 ロータ

リークラブにも一部被災された会員がいらっしゃったので、支援金を送らせて頂きました。また、 

水島社会奉仕委員長のおかげで、子供食堂を経営する「放課後キッズ」に支援することができました。

小さいクラブながら新しい試みもでき、本当にありがとうございました 

2 つ目は「会員増強」です。 

これは増強どころか今期はマイナス 4 名となったので、大変残念というかこれは会長の責任なので、

どう責任を取ればいいのか、思案中であります。 

3 つ目は「1000 回例会」です。 

ちょうどクリスマス例会と重なったので、身内と千里 RC に声を掛け、藤田親睦委員長のおかげで 

盛大な例会となりました。この記念講演として、染織家の吉岡幸雄先生に講演を依頼したのですが、

その直後に急逝され、つらい中だったと思いますが、お嬢さんである 6 代目当主の吉岡更紗様に記念

講演をして頂き、好評のうちに終わることができました。 

4 つ目は「例会場の移動」です。 

去年の 3 月にホテル阪急エキスポパークが閉鎖になると聞いて、これはえらい時に会長になったなと

思ったことをよく覚えています。ちょうど 1 年前から藤田直前会長の下、準備を始めて、当初 4 か所

の候補がありましたが、3 か所（ル・ジャルダン、新大阪江坂東急 REI ホテル、箕面フォレストガー

デン）に絞って、移動例会やお月見例会を利用して皆さんにも利用して頂き、ル・ジャルダンのある

敷地内のアメニティ江坂の事務所内にちょうど事務局として使える遊休の部屋があったので、そこを

改装して、しかも格安の家賃で貸して頂けるとの事で、11 月にここル・ジャルダンに決定しました。 

年明けすぐから、事務局の引っ越しの準備にとりかかり、最終例会直後の 3/1 に引っ越しすることが

決まりました。2/27 の最終例会では、ホテル阪急エキスポパークでの思い出を皆さんと語る予定でし

たが、ここから新型コロナウィルスの影響で休会が始まりました。しかし、事務局の引っ越しは 3/1

に木下𠮷宏会員のご協力で、トラックを 2 台出して頂き、社員さんにもご協力頂き、無事に終わりま

した。その日のうちに、渡邊幹事と事務局 近藤さんで収納も終了しました。 

ホテル阪急エキスポパークの最後も本当に中途半端で、22 年近く使用してきたホテル阪急エキスポ 

パークでの思い出を皆さんで語ってから、新しい例会場へ移動する予定が、新しい例会場での例会も

始められないまま、月日が過ぎていきました。 

【Zoom 例会】 

いたずらに休会が続いていたましたが、理事会はメールでの持ち回り理事会を開催していました。 

また、せっかくの機会なので Zoom を使ったオンライン例会をしようと思い、3 月末から準備を始め、

4/23 から合計 3 回 WEB 例会を開催しました。そしてやっと 5/21 から、ここル・ジャルダンで通常

例会を再開することができました。オンラインにて画面上で会えることも嬉しかったですが、やはり

face to face で会えることが一番嬉しいと実感しました。 

 

 



 

  【コロナ禍での寄付活動】 

このようなコロナ禍の中で活動ができていませんでしたが、せめて寄付ぐらいしようということで、

大阪府新型コロナウィルス助け合い基金と千里 RC からの提案で、大阪大学へ免疫異常に関する研究

助成のための寄付を行いました。 

【組織変更】 

今の会員数に見合った組織体系になっていなかったので、次年度から組織変更行うこととしました。

理事を 12 から 9 名とし、クラブ奉仕委員長と国際奉仕委員長を理事、職業奉仕委員長、社会奉仕委

員長、青少年奉仕委員長を小委員長として、副委員長をなくしました。副 SAA 出席担当をなくし、

司会が兼任することにしました。そして、国際奉仕プロジェクト委員会、国際交流・青少年委員会を

なくし、国際奉仕委員長が兼任するなど実情に合った組織体系にしました。 

【米山奨学生】 

米山奨学生もこの 3 月まではエリカさんに来て頂き、最後がコロナの影響で修了式もなにもできずに

中途半端に終わってしまいましたが、3 月末に山本友亮カウンセラーと渡邊幹事とグランビアでささ

やかな修了式をしました。また、例会再開後には時々来て頂き嬉しい限りです。そして 4 月からは 

イーキンさんに来て頂き、最初はコロナでなかなか会えなかったので、早く奨学金も渡したいという

こともあり、渡邊幹事兼カウンセラーとグランビアでお会いしました。それから Zoom で何度か練習

や例会にも参加してもらったので、会員の皆さんと早く面識を持って頂けてよかったです。 

【留学生との交流会】 

毎年恒例となった関西大学の留学生との交流会も、藤田国際交流・青少年委員長代行のおかげで、 

今年度も優秀な学生に来て頂き「母国の皆様が興味を持ちそうな日本の事」というテーマでスピーチ

をしてもらい、意外な観点から見ていることやそのパワーに刺激を受けたことを覚えています。 

【プログラム・会報】 

このようにコロナもあって、イレギュラーな一年でしたが、さして大きな混乱もなく運営できたのは、

プログラム委員会と黒川 SAA の例会運営のおかげです。会報も WEB 版で臨機応変にフォーマット

を作って対応して頂けたことが大きかったです。 

【職業奉仕】 

今年度は、職業奉仕としてこれまでの流れから、親睦旅行も兼ねて日帰りで上賀茂神社と大徳寺真珠

庵に行こうとこれも藤田親睦委員長と渡邊幹事で進めてもらってましたが、コロナの影響で残念なが

ら中止となりました。ここ 2 年程、出雲大社、伊勢神宮に行っていたので、ぜひ行きたかったですが、

本当に残念でした。 

【幹事・事務局】 

本当に例年にないようなことがたくさんありましたが、渡邊幹事、事務局近藤さんには肝心なところ

でクラブを支えて頂きました。二人三脚ならず三人四脚だったかと思います。 

 

ほんとにいろんなことがありましたが、会員も皆様のご協力のおかげで何とか 1 年を終えることがで

きました。最年少で頼りない会長でしたが、私自身はいろんな勉強をさせて頂きました。この経験を

次に活かせて行きたいと思います。本当に 1 年間ありがとうございました。 

 

 

 

＜幹事の退任の挨拶＞                           渡邊了允幹事 

 



 

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞ 

６月２５日、木下年度最終例会を迎えました。台風・コロナ・例会場の変更等、異例ずくめの１年 

でしたが、WEB で皆さんとも会談できたし、コロナ対応の奉仕活動もできました。何とか乗り越え

られたのは会長・幹事の奮闘はもちろん、会員の結束と協力の賜物だったと思います。文責：松田 

 

 

 

＜幹事の退任の挨拶＞           渡邊 了允幹事 

 

今年度スタート直前に退会者休会者の申し入れや、理事役員構成の変更など、あたふたとしなが

らも昨年 7月 4日第 1回例会がスタートしました。この一年、幹事という大役を務めるために 

必死で走ってきたと感じています。 

コロナ禍のおかげでメールにて持ち回り理事会、オンライン例会の導入、事務局員の在宅勤務等

新たなクラブ運営の在り方が示された異例尽くしの年度となりました。 

しかし、各委員長のおかげで、親睦に国際奉仕、社会奉仕、各分野で十分な活動をしていただい

たと思っています。事務局近藤さんには、常に裏方として支えて頂き、本当に助かりました。 

幹事というポストでロータリーの活動・クラブの運営・そしてロータリアンとしてあらためて 

勉強させて頂きました。幾度となくご相談にのって頂き、温かい励ましのお言葉をいただき、 

不器用な幹事にご理解とご協力を頂きまして、誠に有難うございました。 

       

 連続 22 年皆出席達成者 相原会員     ホームクラブ例会皆出席達成者木下𠮷宏会員 

       
       木槌が引き継がれました。山本年度の始まりです。 

 


