
 

 

２０２２年 １０月 １３日発行 会報第１１１９号  

号 
今週のプログラム 

（2022年 10月 13日 第１１１９回例会） 

 

アセンブリー 

25周年行事について 

 

全会員 

次週のプログラム 

（2022年 10月 20日 第１１２０回例会） 

 

ガバナー公式訪問 

 

RI 第 2660 地区 

宮里 唯子ガバナー 

第１１１８回例会  （２０２２年 １０月６日）の記録 

「会長の時間」            山田 克子会長 

本日のお客様は伊藤智秋ガバナー補佐様と井伊圭一郎ガバナー補佐エレクト様です。 

ようこそおいでくださいました。米山奨学生のグエンさん ようこそ、最後まで楽しんでください。 

 本日お越し頂いております伊藤ガバナー補佐様は高槻 RC に所属されています。 

1954 年に大阪ロータリークラブのスボンサーにより創立され、来年は 70 周年を迎えられる歴史ある 

クラブです。第 2660 地区では 4 番目に、西日本では 26 番目に認証されたクラブでもあります。 

オーストラリアやマレーシアの海外クラブとも友好を重ねられてこられました。また青少年に活躍の場

を作るのをモットーに若い世代への支援事業にも取り組んでおられます。今年度の高槻 RC 石田会長様

は「地区大会の成功」「会員増強」「会員の親睦」を重点目標にして力を注ぎたいと言われています。 

その重点目標に掲げられた地区大会の PR を伊藤ガバナー補佐がされます。よろしくお願い致します。 

 

そして井伊圭一郎ガバナー補佐様の所属されている吹田西 RC は 1980 年 6 月 12 日に創立されました。 

早くから海外での奉仕活動や親睦に目を向けられ、創立 5 周年の時にはスリランカのコロンボセントラ

ル RC と交流を始められました。後に姉妹クラブとして提携され、過去にはスリランカの大統領とも 

面談されています。またコロナ禍の近年には吹田市、吹田市医師会を通じ医療用ガウンの寄贈をされて

います。海外での近年の活動は去年タイ国のナコンパノム RC と共同事業で、タイ東北地方の冷却装置

付き飲料水の浄化装置設置事業であるクリーンウォータープロジェクトに取り組まれています。 

伊藤様、井伊様 千里メイプル RC はまだ歴史が浅いクラブですが、今後ともどうぞよろしくお願い 

致します。 

                            

 



  
＜お客様＞伊藤 智秋ガバナー補佐（高槻 RC）井伊 圭一郎ガバナー補佐エレクト（吹田西 RC） 

     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           10名 

（内出席免除会員 1名） 

（内名誉会員  0名） 

 

本日の出席率          52.63％ 

９月のホームクラブ出席率    70.27％ 

 

＜ロータリーソング＞      全会員 

♪国歌 君が代 

♪奉仕の理想 

＜本日の演奏曲目＞   近藤 美里さん 

１． 小さい秋見つけた 

２． 秋 桜 

３． 慕 情 

４．虹の彼方に 

＜幹事報告＞                         山本 友亮 幹事 

１．地区大会登録申込書を回覧致しますので、参加欄にご記入をよろしくお願い致します。 

 

2. 本日、第 2 四半期会費請求書を各会員のレターケースに配布致しましたので 

  期日内にご納入をよろしくお願い致します。 

 

３．10 月の理事会は来週 13 日例会終了後に開催致します。 

 

 
＜米山特別寄付表彰＞  米山功労者 第 4 回マルチプル 山本 雅之会員 

＜今月のお誕生日＞   ６日             山本 雅之会員 

             

＜地区大会 PR＞                       伊藤 智秋ガバナー補佐 

   

            

    

                                    

                       

                 

              

                                     

                                        

                                    

                                       

                                       

                                   

                                    

                 

              

                                       

                  

                                     

                                         

                         

                              

     

                  
                           
                

              
                          
                



 
＜SAA 報告＞ 

＊スマイルボックス 

相原会員      コメントなし 

 

＊ラオス基金 

藤田会員      伊藤様、井伊様 本日 宜しくお願いします！！ 

黒川会員      ラオスに行こう！！ 

 

＊ロータリー財団 

水島会員      伊藤様、井伊様 本日は宜しくお願いします。 

松田会員 黒川会員 コメントなし 

 

＊米山記念奨学会 

水本会員      伊藤様、井伊様 本日は宜しくお願いします。 

黒川会員      山本 雅之さん おめでとう。 

 

＊メイプル基金 

山本(友)会員     伊藤様、井伊様 本日よろしく御願いします。 

藤田会員      10 月は予定がいっぱいです。 

黒川会員      ガバナー補佐 ガバナー補佐エレクト よろしく。 

村田会員      ガバナー補佐ようこそ。よろしくお願いします。 

相原会員      コメントなし 

《伊藤ガバナー補佐 ご挨拶》 

ＩＭ第 2組ガバナー補佐を務めさせて頂きます「高槻ロータリークラブの伊藤」でございます。 

ガバナー補佐は、ガバナー公式訪問の２週間前にお邪魔して、各クラブからお話をお聞きしたり、

お伝えしたりして、地区とクラブ、クラブとクラブを繋ぐ役目を担っております。 

お願いすることも沢山ございますが、ご意見やご質問も持ち帰りたいと思いますので、 

１年間宜しくお願い致します。 

★★ アセンブリーにおける伊藤ガバナー補佐からのアドバイス ★★ 

■少人数クラブに対して 

少人数で全部を達成しようと思わないで、それなりに特色のある奉仕活動をして下さい。 

RI や地区も、何かに特化したクラブを推奨しています。 

■放課後 kids 支援に対して 

子どもの貧困・孤食が問題になっておりますので、放課後の居場所提供やみんなで食事をでき

る環境づくりのサポートを是非続けて頂きたいと思います。 

■例会プログラムに対して 

よそのクラブでは月の内 3 回は通常例会で 4 回目は移動例会というクラブもあります。 

■ロータリー財団寄付に対して 

例年通りの寄付をお願いしておりますが、円安の現状ですので、０でなければお願いします。 

恒久基金の件は、宮里 DG が財団のスペシャリストですので、申し伝えておきます。 



 
私達はこの３年程の間、コロナ禍に見舞われ、ロータリー活動において最優先させたい例会を 

休会させ、親睦活動を中止し、奉仕活動もあきらめ、海外にも行けませんでした。 

ガバナー補佐として、各クラブを訪問して「今年の奉仕活動はどうですか？」とお伺いするわけ

ですが、「皆さん、お元気ですか？会員さんは減っていませんか？」とお聞きする方がふさわし

いのではないかと思っておりました。このところ、やっとコロナとの付き合い方が見えてきて、

今年度あたりからそろそろ始動し始めて頂けているのではないかと思います。 

 

先日、「秋の RYLA」が無事に終了しました。 

●10 月 24日は世界ポリオデーです。ポリオの根絶にご協力をお願いします。 

●12月 16日（金）、17日（土）の地区大会は、私共の高槻 RCが担当させて頂きます。 

「大阪のロータリー100周年を祝おう」も同時開催します。 

●来年 2月 4日は茨木東 RCが担当して下さる IM2組の「IMロータリーデー」です。 

フレッシュロータリアン研修も行う予定です。 

是非、皆様お誘いあわせの上、ふるってのご参加をお願い申し上げます。 

 

2022年の規定審議会で身近な事が変更されました。 

（規定審議会とは 3年毎に行われるロータリーのルールの見直しです） 

◎22-13 会員がクラブの所持地域に住居または事業場を有するという要件の削除 

◎22-84 ローターアクターはゲストではなく、ビジター 

◎22-85 クラブの出席状況をガバナーに月次報告しなくても良い 

◎22-92 出席規定の免除は希望を書面でクラブ幹事に提出すれば、クラブ理事会の承認を必要

としない。（ロータリー歴が 20年以上+年齢＝85以上） 

これによって地理的に関係が無くても、好きなクラブに入会することが出来ますし、出席免除さ

れたい会員さんは幹事さんに書面を提出するだけで OKです。 

会員増強や退会防止に役立てて頂きたいと思います。 

 

本年度は RI会長のテーマは「イマジン・ロータリー」（ロータリーの明日を想像し、行動しよう） 

テーマカラーは緑・環境、白・平和、紫・ポリオ根絶です。 

そして、最優先事項として DEI への取り組みが掲げられております。 

DEIはロータリーだけの特殊なものではなくて、世界的な流れとなっております。 

今年度は特に「2022-23年度の年次目標」に取組んで頂きたいと思います。 

そして「従来の活動や事業を踏襲するのではなく、年次目標をふまえた新しい取り組みをして 

下さい。」 

如何ほど年次目標達成を目指しているか、アンケート調査をし、地区大会時に発表される又は 

地区大会の時にお配りするプログラムに掲載すると聞いております。 

日本には日本の、2660地区には 2660地区の良さがあり、クラブにはクラブの良さがあります。

今まで通りの良さを大切にしつつ、世界の流れに取り残されないようにもしながら、 

停滞していた親睦と奉仕活動を再開し、ロータリーを楽しむ１年になさって下さい。 

ありがとうございました。 

                ※DEI (Diversity 多様性 Equity 公平性 Inclusion 包括性)  



 

 

        

伊藤ガバナー補佐                       井伊ガバナー補佐エレクト 

 

   

 

 

                 ＜本日のお料理＞ 

              

1． 海鮮のサラダ仕立て ２．コーンクリームスープ ３．蒸し茄子の胡麻ソース 

４．蟹入りの玉子焼 ５．豚バラ肉の南乳煮込み ６．高菜チャーハン ７．杏仁豆腐 

 

 

 

 

  


