
 

 

 

２０２１年 ７月 ８日発行 会報 第１０６２号 

今週のプログラム 

（２０２１年 ７月 8日 第 1062回例会） 

【ZOOM 例会】 

「委員会活動方針」 

担当：藤田クラブ奉仕・黒川国際奉仕 

 木下職業奉仕・水本社会奉仕/青少年奉仕 

各委員長 

 

次週のプログラム 

（２０２１年 ７月 15 日 第 1063 回例会） 

 

「３分間卓話①」（テーマ自由） 

 

担当：全会員 

第１０６１回例会 （２０２１年 ７月１日）の記録 

 ＜会長の時間＞         水島 洋 会長 

新年度にあたり会長としてのご挨拶をさせていただきます。 

6 人目の 2 回目会長ですが前回が 2010-2011 年度でしたので 11 年ぶりとなります。 

私が入会させて頂いたのが 2003 年 4 月でしたので 19 年目に入っています。 

現在 71 歳ですので、だいぶ くたびれてきていますが、何とか頑張って行こうと思いますので 

どうぞよろしくお願いします。 

運営方針につきましては後ほどお話させていただきますが、自分自身が千里メイプル RC の為に 

「何ができるのか」を意識しながら活動していきたいと思います。 

 私は昨年 11 月に緑内障の進行を止める手術をし、失明しないことは ほぼ担保されたようですが 

視力がかなり低下して、字があまり読めなくなってしまっています。そうした意味で皆様には 

何かとご迷惑をお掛けするかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

そんな私の相棒役の幹事は山本 友亮会員です。会長職に引き続き、幹事職を引き受けて頂き 

心より感謝しています。そして理事・役員・会員の皆様ともども、より良いクラブを目指して 

いきたいと思いますので、この 1 年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

       

山本前会長から水島

会長へ木槌引き渡し

山本前会長へ

前会長ピン贈呈

7月誕生日祝

黒川 彰夫会員



  
＜本日のビジター＞ ２０２１学年度 米山奨学生 アクサ メイリアナ インタニさん 

＜出席報告＞       松田 親男 SAA 

会員数（内出席免除会員 1 名）    １７名 

本日の出席者数           １１名 

（内出席免除会員０名） 

（名誉会員   ０名） 

本日の出席率          ６８.７５% 

 

＜ロータリーソング＞      全会員 

♪国歌 君が代♪ 

♪奉仕の理想♪ 

＜本日のピアノ演奏＞    近藤 美里 

1. Summertime 

2. ハナミズキ 

3. 茶色の小瓶 

4. La-La-Lu 

＜幹事報告＞                            山本 友亮 幹事 

１． 本日、今年度の年間プログラム（両面印刷）を全会員レターケースに配布致しましたので 

年間予定をご確認下さい。 

２． 次週は ZOOM 例会ですのでお間違いの無いよう、お願い致します。 

３． 本日例会終了後、奥の席で理事会を開催致しますので、理事・役員の皆様はご出席下さい。 

但し、ル・ジャルダンの営業時間が 8 時までですので 30 分で終了いたします。 

―・・・―・・・幹事就任のご挨拶・・・―・・・― 

2021-2022 年度 幹事 山本 友亮 

はじめに、前年度は会長という重責をつとめさせていただき、そしてまた皆様方のお力添えにより

1 年間を無事に終えられたこと、あらためて心より厚く御礼申し上げます。 

今年度はまたまた幹事というお役目をさせていただくことになったわけですが、ここに至る経緯は

2 年前にさかのぼります。私が会長ノミニーに推挙されました頃、私の次の会長候補はいらっしゃ

るのでしょうか、と問いかけたところ当時の理事会メンバーのほとんどの会員様がすでに 2 回会長

を経験されておられました。そんな中、会長職を一度経験され我らが千里メイプルロータリークラ

ブを代表され IM 第 2 組のガバナー補佐をも歴任された水島会長が「自分が会長を引き受けましょ

う！」と発言されました。クラブに対する男気に私は心を打たれ、それならば私が幹事を引き受け

ます、と申し出て今に至っております。 

今年度は水島会長の計らいと人脈でパストガバナー4 名や地区の方に 4 回卓話をしていただける 

機会があり、私も楽しみにさせていただいております。どこまで水島会長やクラブのために力を 

発揮できるかはわかりませんが、前年度に会長をさせていただいた経験も活かしながら幹事を務め

てまいりますので何卒お力添えの程、よろしくお願い申し上げます。 

                



 
＜SAA 報告＞                          黒川 彰夫 SAA 補助 

※スマイルボックス 

相原会員    水島会長 お世話になります。 

藤田会員    山本友亮幹事 1 年間お世話になります！！ 

柳原会員    魚釣りに行きました。 

水島会員    コメントなし 

 

※ラオス基金 

藤田会員    次週 ZOOM 例会 皆様ご参加よろしくお願いします！！ 

柳原会員    コロナワクチン終了！ 

水島会員    コメントなし 

黒川会員    久しぶりです。 

 

※ロータリー財団 

藤田会員    皆様 お久しぶりのリアル例会 よろしくお願いします。 

高尾会員    祝 リアル例会 

水島会員    コメントなし 

 

※米山記念奨学会 

藤田会員    アクサさん これからも宜しく！！ 

水島会員・高尾会員・山本 雅之会員   コメントなし 

 

※メイプル基金 

水島会員    1 年間よろしくお願いします。 

藤田会員    水島会長 1 年間お世話になります。 

山本 友亮会員  皆様 本年も宜しくお願い申し上げます。 

相原会員    山本前会長 ありがとうございました。 

柳原会員    お久しぶりです。 

高尾会員    水島新会長 1 年間よろしくお願い致します。 

黒川会員    コロナが心配ですね！！ 水島会長 感謝です。 

松田会員    皆さん お久しぶりです。 

        

 



 

「運営方針」 

2021～2022 年度会長 水島 洋 

１．2021-22 年度 RI 会長 シェカール・メータ 

「SERVE TO CHANGE LIVES」 （奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために） 

最重点項目：会員数 120 万人を 130 万人に 

 

２．2021-22 年度 第 2660 地区ガバナー 吉川 秀隆（大阪 RC） 

＜地区年次目標＞ 

・米山寄付￥30,000/1 人（内 普通寄付￥5,000 は第 1 四半期会費請求時に徴収） 

・ポリオ寄付＄50/1 人（第 2 四半期会費請求時に徴収） 

・ロータリー財団寄付＄150/1 人 

＜地区重点施策＞「2021-22 年度は教育の支援に重点を置きたい」 

（子ども達の 7 人に 1 人が学業や生活の支援を必要としている） 

 

３．プログラムについて 

・7 月 1 日・15 日・29 日は会場例会とし、7 月 8 日は ZOOM 例会とします。 

7 月 22 日は祝日休会。8 月以降はコロナ感染の状況を確認しながら理事会で決定します。 

（詳細はメールにて送信します） 

・SAA 及び受付は 2 人１組とし、プログラムにて確認して下さい。 

・卓話は原則として 1 回/1 人/年とします。（数名の会員は 2 回/年） 

・3 分間卓話を前期・後期 各 2 例会ずつ予定します。 

・4 人のパストガバナーによる「パストガバナーからの提言―クラブ活性化に向けて」と 

題したテーマでの卓話を予定しています。 

7/29 井上 暎夫 PG 8/9 松本 進也 PG 9/2 山本 博史 PG 12/9 簡 仁一 PG がご来訪予定 

・地区の 4 委員会の卓話を予定します。 

8/26 増強委員会 10/28 米山奨学委員会 11/18 ロータリー財団委員会 1/27 職業奉仕委員会 

 

＊2021 年 7 月 1 日に始まり、2022 年 6 月 30 日に終わる 53 回の木曜日の 1 年間です。 

7/22 海の日 9/23 秋分の日 5/5 こどもの日の休日と年 4 回の休会日を入れて 7 回の休日が 

あり、第 1061 回から 1106 回の 46 例会です。1 年間どうぞよろしくお願いします。 

                         


