
 

 

２０２２年 ７月 １４日発行 会報第１１０８号 

今週のプログラム 

（2022年 7月 14日 第１１０８回例会） 

《ＺＯＯＭ例会》 

委員会活動方針 

クラブ奉仕・国際奉仕・職業奉仕 

社会奉仕・青少年奉仕 

担当:藤田・水本・高尾・松田・木下 各委員長 

 

次週のプログラム 

（2022年 7月 21日 第１１０９回例会） 

 

アセンブリー 

《25周年行事》 

 

全会員 

第１１０７回例会 （２０２２年 ７月 ７日）の記録 

「会長の時間」           山田 克子 会長 

皆さん、本日から千里メイプルロータリークラブの会長を務めさせていただきます。これから１年間 

どうぞよろしくお願い致します。まず初めに私をこのクラブに導いて下さった相原先生に心より感謝 

申し上げます。私は２００７年２月に、千里メイプルロータリークラブに入会致しました。もうひとり

の推薦人として名を連ねてくださった物故会員の岡部さんにも心より感謝申し上げます。岡部会員は 

私がまだ何者かもわからないのに推薦者となって下さいました。私自身への信用や信頼でなく、 

岡部さんが信頼する相原先生の推薦者だから名を連ねて下さったことは皆さんと同じように私自身も

理解しています。人と人とのご縁やつながりは、決して奢ることなく、どういう方と付き合い、リスペ

クトできる存在を何名作れるのか、お互いに意見が違っても耳を傾けることのできる存在がいること、

そんなありがたさや幸せを、このクラブにいて感じさせて頂けることにも感謝しています。 

今日は七夕です。創立記念例会で岸上会員に七夕に彦星様になって千里メイプルに帰ってきて下さいと 

お願いしました。無礼な言い方をお許し頂きたいのですが、岸上彦星ちゃんは約束を守ってくれました。

しかしそれは私の力では全くありません。様々な憤りや、無念さ寂しさの中、高尾会員や水島前会長方々

が絆を大事に思い伝えてこられました。この場にはおられませんが、皆さんあたたかくお迎えください。 

そして石田夕子会員お帰りなさい。夕子さんのお母さまとの思い出の場所でこれからまた一緒に過ごせ

ることをとても嬉しく思っています。 

千里メイプルの歴代の優秀な会長の方々と違い、謙遜でなく全てにおいて知恵も知識もない私です。 

しかしそんなことは皆さん承知してくださっています。もう時は動いています。船は出航しています。

何のためにこのクラブがあり、活動しているのか、千里メイプルの理念とは… 

山本幹事、各委員長の方々のお力を借りながらゆっくりのんびり親睦を深め、あたたかいこのクラブを

大事にしたいと思います。順番で形だけの会長、と言う言葉に逃げず、このような立場になった偶然が、

必然だったと思って頂けるよう皆さんと一緒に健康で楽しい例会にしていきたいと思います。大きな事

はできないかもしれませんが、皆さんと共に想像と夢を育み、次年度会長にバトンタッチする日まで 

どうぞよろしくお願い致します。 

 



  
＜本日のビジター＞2022 学年度米山奨学生 グエン・キム・フンさん 

＜出席報告＞      黒川 彰夫 SAA  

会員数（内免除会員 1名）     19名 

本日の会員数           11名 

（内出席免除会員 1名） 

（内名誉会員  0名） 

本日の出席率          57.89％ 

＜ロータリーソング＞      全会員 

♪国歌 君が代 

♪奉仕の理想 

＜本日のピアノ曲＞    近藤 美里さん 

１．Sweet Memories 

２．Begin The Beguine 

３．見上げてごらん 夜の星を 

 

＜今月のお誕生日＞        ＜前会長・前幹事へバッジ贈呈＞ 

   2 日 黒川 彰夫会員     山田会長から前年度 水島会長・前年度 山本幹事へ 

      

＜幹事報告＞                            山本 友亮 幹事 

１．2022-23 年度国際ロータリー会長ジェニファー・ジョーンズ氏より当クラブ 25 周年の 

お祝いメッセージが届きましたので回覧致します。 

 

２．今年度よりロータリーの友 電子版を購読される会員様は、ロータリーの友ホームページ 

  から ID・パスワードを入力してご覧ください。 

  ID・パスワードは先日グループメールにて配信致しております。 

 

３．福島 21RC より、日本酒 2 本が届きました。事務局の冷蔵庫にて保管致しております。 

 

４．本日 2022-23 年度 第 1 四半期会費請求書をレターケースに配布致しました。 

  7 月末日までにご納入をよろしくお願い致します。 

 

５．本日例会終了後、理事会を開催致しますので、理事・役員はご出席下さい。 

 



 
＜ＳＡＡ報告＞                          水本 徹 SAA 補助 

※スマイルボックス 

山田会員      皆様 1 年間どうぞよろしく御願い致します。 

石田会員      今日より、また よろしくお願いします。 

村田会員      山田会長 出発ですネ。でもこの日に 2 人の会員が帰って頂いて 

          いつも会長が言っていらした事が叶ってよかったですネ。 

 

※ロータリー財団 

藤田会員      本日は、七夕 出会いの日です。 

相原会員      山田会長、今期よろしくお願いします。 

高尾会員      山田会長、1 年間よろしく！ 

 

※米山記念奨学会 

水島会員      山田会長、山本幹事、1 年間お世話になります。 

水本会員      健康診断でオドロキ！！血糖値 104・ヘモグロビン A1c 6.3 

          先生にほめられました！！ 

相原会員      山本幹事、続投ありがとう。 

高尾会員・山本(雅)会員  コメントなし 

 

※メイプル基金 

山本会員      今年度スタートです。1 年間よろしく御願い致します。 

水本会員      山田会長・山本幹事 1 年間宜しくお願いします。 

藤田会員      山田会長、山本幹事 1 年間お世話になります！！ 

黒川会員      山田丸出航 おめでとう！！山本友さん 舵取りよろしく！！ 

村田会員      山本幹事 よろしくお願いします。 

          石田会員 お帰りなさい。又 よろしくお願いしますネ。 

✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤―✤✤ 

＜理事会議事録＞ 

１． 今年度の運営方針についての再確認 

出席が出来ていない会員様へのフォローにも力を入れます。 

２． 次週の 5 大奉仕委員会 委員長方針発表について 

次週例会欠席になる委員長は事前に方針発表の原稿をメールにて事務局へ送付してください。 

３． クラブの現況の原稿提出について 

基本的には前年度に行ったアセンブリーの原稿を使用しますが、特別に再度書いて頂けます 

場合は 8 月末日までに幹事宛てにメールにて原稿を送付してください。 

４． 7 月 21 日開催 アセンブリーについて 

創立記念例会に向けて第 1 回目のアセンブリーになりますので、水本実行委員長の進行にて 

会員様に幅広く意見をうかがいます。 

具体的には ①開催場所 ②開催日時 ③総人数 ④各担当 ⑤開催内容など 



 

【会長就任のご挨拶】      山田 克子 会長 

次年度国際ロータリー会長ジェニファー・ジョーンズ氏が掲げた次年度テーマは、 

「IMAGINE イマジン」です。２６６０地区のテーマは大阪のロータリー１００周年を祝おうです。 

今年度の千里メイプルロータリークラブの目標は、今までと変わらぬ支援活動と共に、親睦に重き

をおいて、例会を楽しんで頂きたいと考えています。 

先月のアセンブリー活動方針で述べさせて頂いた当クラブの目標、２６６０地区の目標は皆さんに 

お配りしています。その中でも今後考えていかなければならないことなどお話致します。 

◆オンラインを柔軟に考え取り入れる 

コロナで経験した ZOOM 例会。オンライン時代に当クラブも運営の中で、オンラインを取り入れて 

いくこともこれからは必要なのではないかと思います。実例会に出席しない ZOOM を活用した 

オンライン例会出席のみの会員制度を取り入れようとするクラブも出てきているようです。 

増強を意識したとしましても賛否両論あると思います。 

しかし想像してみてください、もっと柔軟に考えることも実はクラブの為になるかもしれません。 

例えば当クラブのオンライン例会に出席しているうちに「実例会に参加してみたい、ラオスに行って

みたい」そんな風に思って頂けるような例会を目指すことも、否定ばかりや反対ばかりよりも未来が

あるように感じます。 

◆コロナによるラオスの変化を知る 

コロナによって、ラオスの現在がどう変わり、どんな支援が必要なのか、山本加奈子さんの実働を 

支えながら山本加奈子さんにお越しいただき、皆さんと考えていきたいと思っています。 

◆創立２５周年記念例会 

来年６月には創立２５周年記念例会があります。水本実行委員長を中心に節目の年、区切りの年に 

ふさわしい千里メイプルらしく、和やかに笑いの絶えない楽しい周年記念例会を目指したいと 

思います。 

◆会員同士に、新入会員に伝えていく 

入会当時、物故会員や先輩からアドバイスを頂いた中でいつも心に残っていることが２つあります。 

１つは、卓話の重要さです。卓話内容の質を高める事が自分の為と親睦に繋がる。 

そして会報担当者は卓話者への失礼のない記録を心がける事。 

２つ目は、メイキャップの時のマナーと特権 

マナーにつきましては、他クラブ様の例会に出席した時、急用がない限りは例会最後までいることを

心がける。 

特権につきましては「簡単に言ってしまうとバッチと食事代さえあれば日本でも海外でも、旅先でも

仕事先でも、貴重な場所に自分を置くことができるということですよ」と。 

また、「見慣れない景色の中で、人との縁、貴重なゲストスピーカーとの出会い、耳に入る他クラブ

の人同士の会話が、勉強になったり遊びに役立つこともあるし、それが自分の財産になることもある

んですよ」とお聞きしました。 

私自身の経験では緊張しながらメイキャップに行った時、ゲストスピーカーは時々雑誌やニュースで

見ていた戦場のジャーナリスト山本美香さんでした。興味深いたくさんのお話を聞きました。その翌

年、シリアでアサド政権の部隊に狙われて狙撃され彼女は逝ったとニュースで知りました。 

 



 

 彼女の素晴らしい話の中の余談話のひとつに、紛争取材となったアフガニスタンの民家で赤ちゃんを

抱いた女性に取材に挑んでも言葉が全く通じないため「大きな栗の木の下で」を歌ったそうです。 

心なごんでくれた後、様々な写真を快く撮らせて頂いたそうです。 

私はアメリカインデイアンの居留地の小学校訪問の時「上を向いて歩こう」を歌い、みんなが笑顔に

なってくれたことを重ねながら、戦場を駆け抜けた彼女の勇気と志にメイキャップ例会後、心打たれ

たことは今も忘れられません。そんなありがたい経験をしたこともありました。 

教えて頂いたアドバイス、聞かせて頂いた話の内容や経験を伝え合うことは、自分自身の為だけでは

なくクラブの成長にも大切な事ではないでしょうか。 

高尾会員から最近教えていただいた心に響いた言葉があります。 

「ロータリーは大人を磨く道場である」と。 

最後に、いつの日か私がラオスに皆さんと行くことができた時、私はラオスの子供たちと一緒に、 

「幸せなら手をたたこう」を振りつけ付きで歌いたいと思います。想像は自由です。皆さんも様々な

事をこの１年想像してみてください。奉仕活動を想像し、実現する仲間を想像して感激したり、 

笑ってみたり。楽しく皆さんと１年を過ごし、藤田会長エレクトにバトンを渡したいと思います。 

 

【幹事就任のご挨拶】       山本 友亮 幹事 

山田会長年度も幹事をさせていただきます山本です。何卒、1 年間よろしくお願い致します。 

前年度は水島会長の下でクラブや会員さんを守ることを勉強させていただきましたが、今年度は

山田克子会長の下で女性感覚での明るさや優しさに満ちたクラブ運営を目標にされておられる

ので、そのお助けができればと思っております。 

今年度には移動例会や職場訪問も計画に入っておりますし、年度の最終月には創立 25 周年記念

式典も予定されております。今年度はプログラムの中にファイアーサイドミーティングが 2 回と

25 周年事業のアセンブリーが 4 回予定されております。 

この試みは会員の皆様から幅広くご意見や思いを聞かせていただこう、ということでございます

ので機会があれば積極的にご発言していただけますようお願いいたします。 

コロナの影響でここ 3 年間はリアル例会ですら満足に開催できないつらい期間でありましたが、

この 1 年は何とかリアルが順調に開催することができることを祈念するとともに、山田会長の 

思いの通りの楽しい運営が実現するようにつとめてまいります。 

 

    


