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 今週のプログラム 

（2020年６月１８日 第 1015回例会） 

 

創立記念例会 

 

担当：藤田親睦委員長 

次回のプログラム 

（2020年６月２５日 第 1016回例会） 

 

最終例会  

会長・幹事挨拶・優良出席表彰 

担当：木下会長 渡邊幹事 

   水島出席担当 

 

第１０１４回例会 （２０２０年６月１１日の記録） 

 
会長の時間            木下 健治会長 

皆様、こんばんは。コロナも東京は少し出ていますが、関西は落ち着いていますね。 

それでも、まだまだ予断は許さないので、引き続き注意は必要です。 

今年はロータリー国際大会が、ちょうど今の時期 6/6～10までホノルルで開催予定でしたが、 

コロナのため中止になっていました。しかしながらバーチャル大会が 6/20～26まであるようです。 

しかも登録料は無料なので、登録自体は必要ですが、会員であれば誰でも見ることができるので、

私も登録しました。マイロータリーやバーチャル国際大会の HP から登録できますが、6/6 に国際

ロータリーからメールも来ていたので、そこからも登録できます。6/20、21が本会議で、これはリ

アル配信のようで、日本時間では 22:00～23:15です。22日以降は分科会になりますが、これは 

オンデマンド配信なので、録画したものをいつでも見ることができます。どういうものか興味があ

りますし、いつもお話をしている保険業界の MDRT も今年は同じくバーチャル世界大会になりまし

たし、日本会の 50周年記念大会が 4月に神戸で開催予定でしたが、これも一旦 10月に延期になり

ましたが、結局バーチャル大会になりました。私もその企画・運営を担当することになったので、

ロータリーのバーチャル国際大会は参考になると思っています。 

また、本来であれば、今日はまだ MDRT 世界大会のため、アナハイムにいる予定でしたが、バーチ

ャル世界大会になったので、8/3～7まで開催され、8月いっぱいはオンデマンドでいつでも視聴 

できるようです。毎年 6月はアメリカで世界大会、去年から 9月初めにアジア大会があり、今年は

ドバイでしたが、これも中止になったので、二つの大会を合わせてのバーチャル大会となりました。

講師は MDRT会員が主ですが、辞退する方も多いようで、大会の構成もまだ難航しているようです。 

創立記念例会は、例年 6月第 2週に開催されていましたが、私自身 MDRTの世界大会がほぼこの 

時期にありまして、ここ数年は欠席だったので、今年は欠席できないと思い、第 3週にずらして 

もらいましたが、コロナで結局こうなってしまいました。これからバーチャルでの大会や会議、 

セミナー等もある意味便利なところもあり、コロナ後も増えていくと思うので、自分の仕事にも 

生かしていきたいと思います。 

 



 

  
＜お客様＞ 米山奨学生 馬 逸清 様 

＜出席報告＞       松田 親男 副 SAA 

会員数（内出席免除会員 1 名）      19 名 

本日の出席者数            15 名  

（内免除会員 1 名 名誉会員 ０名 ）     

本日の出席率                   78.95%   

＜ロータリーソング＞       全会員  

♪R-O-T-A-R-Y♪ 

＜本日のピアノ曲＞     近藤 美里さん 

１.The Rainbow Connection 
２.Somewhere Out There 
３.I Need To Be In Love 

 

＜幹事報告＞                               渡邊 了允 幹事            

１．6 月 4 日理事会の議事録をご報告させて頂きます。 

 別紙参照 

２．本日例会終了後、奥のテーブル席で臨時理事会を開催致します。今年度・次年度の理事・役員

の皆様はご出席下さい。 

 

＜ＳＡＡ報告＞                           水島 洋 副 SAA 

※スマイルボックス 

西本明文会員 次回欠席のおわび。 

黒川会員 梅雨入り!! 

渡邊会員、相原会員     コメントなし。 

※ロータリー財団 

藤田会員 今期も残り 3 例会、最後まで宜しくお願いします。 

水本会員 ついに梅雨入り、うっとうしい～ 

黒川会員 皆さん退会しないで（やめないで!!） 

高尾会員 コメントなし。 

※米山記念奨学会 

木下健治会員 今日は思ったより雨がふりませんでしたね。 

黒川会員 マー・イーキンさんようこそ!! 

渡邊会員、高尾会員     コメントなし。 

※ラオス基金 

黒川会員     ラオスへも行きたい。 

※メイプル基金 

水島会員 梅雨入りです。 

山本友亮会員 ムシムシになってきましたね。 

藤田会員 本日、アッセンブリ、皆様宜しくお願いします!! 

松田会員 あと 3 回!! 

黒川会員 木下会長、渡邊幹事あと少し!! 

西本明文会員、相原会員     コメントなし。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

アセンブリ「2019-2020 年度 委員会活動報告」 

［ S．A．A．］ 黒川担当 

例会は、運営の４原則に基づき実施されてきたが、コロナ渦による休会は予想できない事態でした。 

しかし、会長・幹事の尽力によって、ｗｅｂ例会が開催されたことは意味のあることでした。 

 

＜プログラム＞ 松田担当 

今年度は第 978 回から第 1016 回までの例会が開催されました。 

新型コロナウィルス感染拡大による外出自粛要請を受け、臨時休会となり、卓話数の減少やお花見例会が

中止になるなど、大きな変更がありましたが、オンライン例会という新たな取り組みがなされました。皆

様のご協力で無事プログラムを消化することができました。 

 

＜出席＞水島担当 

前年に比べると、ホームクラブ出席率・修正出席率共に、前年度よりも低下しました。2019 年 RI 審議会

の決議により、今年度内の出席補填が可能となり、メイクアップ皆出席者数が増えることとなりました。

少人数クラブですので、活気あふれる例会にするため皆様の出席が大切です。引き続きよろしくお願いし

ます。 

 

［クラブ奉仕委員会］山田委員長 

各委員会ならびに会員の皆様のおかげで、クラブ行事などを実施することが出来ました。 

特別例会では、当クラブの特色である明るく楽しい企画を実現していただけたことに感謝しております。 

 

＜親睦委員長＞藤田委員長 

① 毎例会の受付担当。②会員の誕生日のお祝い品の準備。③親睦委員会が中心となって 

特別な例会を企画・運営する。本年度は旧例会場の閉鎖に伴い、新例会場候補地で「お月見例会」「新年例

会」を含めた移動例会、第 1000 回例会を迎え、染織家 吉岡更紗氏の記念講演とクリスマス例会と合わせ

た記念例会を実施しました。新型コロナウィルス感染拡大による外出自粛要請を受け、「親睦旅行」を 

兼ねた「お花見例会」は臨時休会となりましたが、皆様のご協力により記憶に残る素晴らしい例会を実施

することが出来ました。心から感謝いたします。 

 

＜会報委員会＞松田委員長 

例年通り、フォーマットにて卓話担当の会員に作成していただきました。テーマごとに分けられ、写真等

を上手く活用して、見やすくなりました。会員の皆様と事務局の協力に感謝いたします。 

 

＜会員委員会＞（増強プロジェクト・選考・分類）藤田委員長 

会員増強は、当クラブにとって緊迫した課題となっており、今年度は親睦委員長と兼務し、親睦例会を有

効に活用するなどあらゆる方法で会員増強の成果を得たいと会員の皆様とともにこの課題に真剣に取り

組んできましたが、結果に結びつけることが出来ませんでした。増強の努力はもちろんのこと、退会防止

への努力が足りなかったと反省しております。 

次年度も引き続き会員全員で増強に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

 

 



 

 

  
＜情報委員会＞山本雅之委員長 

「ガバナー月信」「ロータリーの友」誌の記事や地区・RI の情報を会員の皆様に適宜紹介させていただき

ました。当クラブのホームページの充実を図りたいと考えています。 

 

［職業奉仕委員会］黒川副委員長 

今年度は、諸般の事情により新しい事業が為されませんでした。 

 

［社会奉仕委員会］水島委員長 

新しい事業として青少年奉仕委員会と共同で、吹田江坂に拠点を置き、子どもの貧困対策と地域交流、 

子どもが安心して過ごせる場所を提供する一般社団法人「放課後 kids 子ども食堂」への支援を実施しま

した。また昨年度から引き続き、倉敷市真備地区でのボランティア活動を継続される山本加奈子さんに 

支援を実施いたしました。今後も継続して協力していきたいと思います。 

 

［国際奉仕委員会］水本委員長 

国際奉仕委員会では、各小委員会の皆様のご協力によって実り多い活動が出来たと感謝しております。 

「ロータリー財団」は、地区の目標額に達していると思います。 

「米山奨学委員会」は、2019 年 4 月から奨学生タン・フイ・ウェン・エリカさんを迎え、2020 年 4 月 

新たに半年間の奨学生馬 逸清さんを迎えました。 

「国際プロジェクト」川崎医療福祉大学 山本加奈子准教授のラオス農村地域における学校保健支援を 

継続して実施いたしました。 

「国際交流・青少年」関西大学国際部 山本英一教授のご協力により、留学生との交流会を実施しました。 

 

＜米山奨学委員会＞山本友亮委員長 

米山奨学会の寄付については、今年度も皆様のご協力により、順調に推移しております。2019 年 4 月か

ら奨学生タン・フイ・ウェン・エリカさんを迎え、3 月無事に 1 年間の奨学期間を終えました。その後は

立命館大学に進学されました。2020 年 4 月新たに半年間の奨学生 馬 逸清さんを迎えました。 

 

＜国際プロジェクト委員会＞黒川委員長 

例年通り、山本加奈子准教授のラオス農村地域に資金的援助をしましたが、現地視察はしておりません。 

 

＜国際交流・青少年委員会＞藤田委員長代行 

2005-2006 年度から継続して実施している「留学生との交流会」を今年度も関西大学国際部国際教育副 

センター長 古川智樹准教授と関西大学国際部留学生 8 名と米山奨学生タン・フイ・ウェン・エリカさん

を迎えて開催し、交流を深めました。 

 

［青少年奉仕委員会］松田委員長 

第 2660 地区の青少年奉仕活動のライラに対し、従来通りの支援を実施しました。 

また吹田江坂に拠点を置き、子どもの貧困対策と地域交流、子どもが安心して過ごせる場所を提供する 

一般社団法人「放課後 kids 子ども食堂」への支援を社会奉仕委員会と共同で実施しました。 

 



 

 

＜編集後記・追加情報・チョット一言・ライブラリー・etc.＞ 

ル・ジャルダンでの初のアセンブリであったが、会場移動せずに全員参加で実施できて良かったと 

思います。今後も少人数なので、この形態でいきましょう。 

文責；黒川 彰夫 

＜アセンブリまとめ＞          木下 健治会長 

 

今年度は本当にイレギュラーな 1 年でした。歴代の会長は、よく「あと○ヵ月」とか「あと○会」と 

言われていましたが、私はほとんど言っていないと思います。そんな余裕もなくここまで来ました。 

一番大きい出来事は、例会場の移転ですね。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、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

所に絞って、移動例会やお月見例会で皆さんとご一緒に利用しまして、11 月にここル・ジャルダンに 

決定しました。その間、新しい試みとして水島社会奉仕委員長のおかげで、こども食堂への支援も 

することができました。そして 12 月には 1000 回目の例会とのことで、ちょうどクリスマス例会とも

重なり、1000 回記念例会として実施しました。この記念講演として、染織家の染司よしおか 5 代目 

当主 吉岡幸雄先生に講演を依頼しました直後に急逝され、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。年明け

すぐからは、事務局の引っ越しの準備にかかり、レイアウトや部屋の寸法確認等をはじめ、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 に木下吉宏会員のご協力で、無事に終わりました。ホテル阪急エキス

ポパークの最後も本当に中途半端で、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

ましたが、この間何かできないかなと思い、Zoom を使ったオンライン例会をしようと 3 月末から準備

をはじめ、皆さんのご協力のもと、ほとんどの方が Zoom で入れるようになったので、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 から通常例会を再開し、ここル・ジャルダンで 

始め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のですが、やはり face to 

face で会えることが一番嬉しいですね。後は来週の創立記念例会で今期の大きなイベントは最終に 

なります。藤田親睦委員長には最後までお手数をおかけしますが、あと２回よろしくお願い致します。 


