
 

 

２０２０年７月９日発行 会報第１０１８号 

今週のプログラム 

（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 

 

次週のプログラム 

（2020年７月１６日 第 1019回例会） 

 

卓話：感染症の歴史 

 

担当：西本 明文会員 

第１０１７回例会 （２０２０年７月２日の記録） 

第    回例会 （２０２０年  月  日）の記録 

＜会長の時間＞           山本 友亮 会長 

皆さま、こんばんは。本日より新年度が始まりました。あらためまして私が今年度の会長を務めさせて

いただきます山本友亮です。何卒、お力添えいただけますよう心よりお願い申し上げます。 

私は入会以来、8 年 6 か月を迎えます。現在までこの千里メイプルロータリークラブの会員の皆さまに

いろいろなご指導をいただきながら楽しい千里メイプルロータリーライフを送らせていただき今日に

至っております。今回、会長という大役を仰せつかり身の引き締まる思いとともに、今までお世話にな

りっぱなしであったことへのご恩返しが少しでもできればと思っております。 

あらためてこのクラブの素晴らしい所を考えてみました。まず、いつも思っておりますが本当に皆さん

仲が良いということです。8 年 6 か月の間、例会や行事に参加させていただきましたが、一度たりとて

嫌な思いをした事がありません。本当に素晴らしい人格の会員さんばかりなのだと思っております。 

また、例会においても卓話中の私語もなく、でも食事中やその他の時間では和気あいあいと会話が弾ん

でいる、こんなメリハリの利いた雰囲気も大好きなところです。理事会においても、いろいろな意見が

出ても決定が出れば一丸となってことに当たる。このような素晴らしいクラブの風土は絶対に継続して

いかなければならない事だと思って会長職を 1 年間務めてまいります。 

昨年の木下会長は初例会のご挨拶で 5 年ぶりに 1 回目の会長です、とおっしゃいました。私も初めての

1 回目の会長になります。行き届かないところも目につかれると思いますが、育ててやろうというお気

持ちでいろいろ教えをいただければ、幸いです。 

今年度は前年度と違っていろんな行事が目白押しという状態ではなさそうですが、新会員予定者の高田

さんを迎え楽しみであると同時に、このクラブへの愛情と帰属意識を持っていただけるように楽しみ方

などをお伝えしていくことができればと考えております。皆様のご協力も何卒お願い申し上げます。 

後ほど、RI の方針や地区の方針などのお話もさせていただきます。会長の時間は以上とさせていただ

きます。                                                           



  

＜お客様＞ 高田 宗慶
ひろのり

様（山本雅之会員ご友人）2020 学年度 米山奨学生 馬 逸清さん 

 

） 

 
＜出席報告＞        高尾 修 SAA 

会員数（内出席免除会員 1 名）     1６名 

本日の出席者数            1３名 

（内免除会員 1 名） 

（名誉会員 ０名） 

本日の出席率          ８１.２５％ 

2019～2020 年度の 

年間メークアップ出席率     ８６.６７％ 

 

＜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．想い出のサンフランシスコ 

３．パリ気分 

 

＜幹事報告＞                                  水本 徹 幹事 

  

１. RI 日本事務局より、７月の RI レートは＄１＝￥１０７と連絡がありました。 

 

２. 福島２１RC より「創立２０周年記念式典並びに記念事業開催のご案内」が届いております。 

開催日は以下の通りです。 

 

・２０２１年 ５月１４日(金)  記念式典並びに祝宴・記念事業（記念講演） 

※午後から開催予定 

 

・２０２１年 ５月１５日(土)  エクスカージョン 

※開催プログラム（視察・観光・ゴルフ）など 

 

３.本日例会終了後、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。 

＜７月の誕生日お祝い＞ 

２日  黒川 彰夫会員                 【2020～2021 年度 RI テーマ】 

     

＜委員会報告＞         黒川 彰夫 親睦委員長 

誕生日記念品が未定です。ユニクロマスクを予定しています。 

 

 

 

 



 
＜ＳＡＡ報告＞                             高尾 修 SAA 

※スマイルボックス 

藤田会員     高田様 これからも宜しく！！ 

柳原会員     山本会長 今年はよろしく！ 

相原会員     山本会長 １年間よろしく。 

西本明文会員   コメントなし 

 

※ロータリー財団 

水本会員     いよいよ 山本丸出航！！ 

柳原会員     山本会長様 よろしく！ 

黒川会員     水本幹事 お疲れさまです。 

高尾会員     山本(友)会長、水本幹事 １年間よろしく。 

 

※米山記念奨学会 

水本会員     馬さん ようこそ！！ 

藤田会員     馬
マー

さん 今日も宜しく！！ 

松田会員     水本幹事 サポートよろしく！！ 

黒川会員     山本(友)会長 頑張れ！！ 

高尾会員     高田様 ようこそ！！ 

山本雅之会員   コメントなし 

 

※ラオス基金 

黒川会員     梅雨ですね。 

高尾会員     コメントなし 

 

※メイプル基金 

水島会員     山本友亮会長、水本幹事 １年間よろしくお願いします。 

水本会員     今年１年 宜しくお願いします。 

藤田会員     山本友亮会長、水本幹事 １年間お世話になります！！ 

山本友亮会員   皆さま、一年間あたたかくお見守り下さい。 

松田会員     山本丸 出航です！！ 

柳原会員     新年度 はじまりです。 

相原会員     水本幹事 お世話になります。 

黒川会員     来週欠席のおわび（高齢者講習会 強制です！！） 

山田会員     友亮さん、弟よ、ささえます (^_^) 

西本明文会員   コメントなし 

 



 
＜会長の就任の挨拶＞          山本 友亮 会長 

 

《２０２０－２０２１年度に向けて》 

 

 2020－2021 年度国際ロータリー会長 ホルガー クナーク氏は、「ロータリーは機会の扉を開く」

を RI のテーマに掲げておられます。 

ロータリーは価値を共有し高潔な心を持った人のコミュニティ。友情と人脈づくりの機会が人々を

ロータリーに引きつけると、述べておられます。 

 このことを基本として、現ロータリアンには例会などにおいて新しい奉仕や、より一層の友情に

めぐり合う機会ができる。また、そんなコミュニティに新しい会員を招き、新しい友情・人脈や 

ロータリーの思いにめぐり合う機会としてもらうことができる。今年度の RI テーマはこのような 

事であると理解しております。実現できるように頑張ってまいります。 

 

※国際ロータリー第 2660 地区のビジョンは、以下の通りであります。 

① 私達第 2660 地区は RI テーマを理解し、地域の特性と合った活動をすることにより 

具現化します。 

② ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし世界及び地域社会で良い変化を 

生み出します。 

③ それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブになることを目指します。 

 

※2020-2021 年度 地区年次目標は 

① 会員基盤の強化 

② ポリオの根絶 

③ 青少年の活動を支援 

④ ロータリー財団活動の推進 

⑤ 米山記念奨学会の活動の推進 

⑥ IT 化の推進と公共イメージの向上 

 

※2020-2021 年度 地区スローガンは 

「Back to the Basics and Fly to the Future」 

（ロータリーの基本に戻って、未来へ） 

「BACK, To the FUTURE」 

～基本に戻って、未来へ～ 

ロータリーの基本を再認識 

ロータリアンとしての誇りと自信を 

ロータリーの未来をつくる 

 

以上を、2020-2021 年度第 2660 地区 簡 仁一ガバナーは提唱されておられます。 

これらのことをふまえて、千里メイプルロータリークラブも会員の皆様のお力添えをいただき、 

今年度の活動を進めてまいりたいと考えております。 

 

 

 



 

 ＜クラブの主たる奉仕活動＞ 

私たちのクラブの主たる奉仕活動は伝統ともなっている「ラオス」における国際奉仕と「福島」に

おける社会奉仕であります。また、前年度より社会奉仕と青少年奉仕共同で「こども食堂」の支援

もスタートしております。これらの奉仕活動も良い方向で進めてまいりたいと考えております。 

米山奨学生は今年度、半年間ではありますが馬逸清（マー・イーキン）さんを迎え、いつもの様に

会員の皆様でお世話させていただこうと思っております。 

これらの活動には皆様のお力添えが必要になってまいりますので、何卒ご協力いただけますようお

願い申し上げます。 

また、今年度より会員数を考慮して理事・役員会組織も変更致しました。従前の５大奉仕委員長

の理事・役員会への出席を変更し、クラブ奉仕委員長と国際奉仕委員長の出席と致しました。少人

数でも着実にロータリー活動を推進するための方策であります。 

 前年度はコロナ禍にて、２月終盤から５月中盤までの例会がすべて休会（WEB 例会は開催されて 

おりましたが）になり、本当にさみしい思いを致しました。 

前年度の木下会長・渡邊幹事 両会員による WEB 例会開催の準備から実際に開催するまでの大変な 

ご尽力には心より感謝申し上げます。 

 コロナ危機については、全世界がまだまだ不安いっぱいの中、新年度を迎えるわけですが、 

世界が安心して暮らせることへの道筋が一日も早く付くことを祈りつつ、今年度は予定している 

例会を休会せずに継続していくことができます様、切に願っております。 

どうぞ１年間よろしくお願い申し上げます。 

 

＜幹事の就任の挨拶＞           水本 徹 幹事 

今回で 2 度目の幹事を務めさせていただきます。 

前回は 2006－2007 年入会 3 年目で何も分からないまま松田会長のご指導を仰ぎながら 

何とか終えることが出来ました。あれから早いもので入会 17 年目となり、会長の大役も務め 

少しはロータリーの事を自分なりに理解出来るようになった上での幹事就任。今度は山本友亮会長を 

全面サポートすることはもちろん、1 人の退会者も出さないように、「目配り・気配り」しながら 

会員の皆様にとって最高に楽しいクラブライフとなるように努力して参ります。 

 


