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第 2105 回例会  平成 30 年 12 月 15 日（土曜日）第 16号  

 
本日の例会 １２月１５日（土）  第３例会 

🔔クリスマス家族会 
時間 移 動 例 会  １７：３０～ 

クリスマス会 18：00～ 

場所 シェラトン 3 階 「葛城の間」 

次回の例会 １月２１日（月）   第１例会 

新 年 会 

時間 移動例会 １７：３０～ 

新 年 会 18：00～ 

 場所 シェラトン 3 階 「志摩の間」 

前回の例会 １２月１０日（月）  第２例会 

 
会長挨拶             金子 勝信 会長 

本日は、今年の最終例会となります。 

７月に今年度が始まり、はや半年が経とうとして

おります。会長に就任させて頂きまして、これま

で会員の皆様に支えられ、そしてご指導頂き、何

とかクラブ運営を進めてまいりました。会長の器

ではなく、至らぬところが多々ある中で、ここま

で務めさせて頂きましたのは、会員の皆様のご支

援のおかげであると心より感謝申し上げます。本

当に有難うございました。 

 今年の報告と来年の抱負につきましては、年次

総会にて発表させて頂きます。 

さて、先週は２日に亘り 2660 地区の地区大会が

ございました。バリー・ラシン会長の掲げる RI

テーマ「BE THE INSPIRATION－インスピレーシ

ョンになろう」を受けて、山本ガバナーの下、７

日には、会長・幹事懇談会・特別講演・晩餐会が

行われました。会長・幹事会の中では、RI 会長賞

をはじめ、財団、米山基金、MY ROTARY の表彰式

がございました。 

当クラブは、MY ROTARY 登録率 80％以上の優

秀クラブとして、表彰を受けました。会員の皆さ

んおめでとうございます。そして百済パストガバ

ナー補佐ありがとうございます。 

 翌日８日には、岩橋会員が所属する国際飢餓対

策機構、今はハンガーゼロという名称で、皆さん

ご承知のとおり、当クラブと提携し、国際奉仕活

動である、バスプロジェクトを行っている団体で

すが、ロータリークラブと提携する多くのボラン

ティア団体の中で、中心のブースを割り当てら

れ、その活動をアピールされました。 

 本会議では、２６６０地区の現在の状況が報告

され、総括しますと、財団や米山を通じた寄付、

財団補助金を通じての奉仕活動、そして青少年奉

仕活動などは、他の地区と比較しても優秀である

とがわかりました。唯一、会員増強だけが思うよ

うに進んでいないという発表を受け、当クラブと

よく似ているなと感じました。今回 2660 地区 81

クラブの内、RI会長賞を受賞したのは６クラブで 

本会議の壇上で、RI 会長代理より表彰を受けてい

ましたが、今年度は当クラブにおいても大いにチ

ャンスがあります。会員数純増１名を達成すれ

ば、次年度会長の佐井さんに壇上で表彰を受けて

頂くことも可能ですので、皆さん頑張っていきま

しょう。 
会長年末挨拶           金子 勝信 会長 

今年度の報告と来年の抱負についてご説明させて

頂きます。 

７月２日に新年度がスタートし、約半年が経ちま
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したが、尾崎幹事そして各委員会委員長ならびに委

員の皆様には、クラブ運営ならびに様々な活動にご

尽力賜り誠に有難うございます。 

まず、年度を通じてのご報告をさせて頂きます。 

 今年度をスタートするにあたり、中村会計委員長

には、予算の策定について、大変ご苦労をおかけし

ました。本当に感謝しております。 

尾崎幹事、いつもクラブ運営をサポート頂き有難

うございます。引き続きよろしくお願いします。 

 岩橋ＳＡＡ、幹事が終わって、息をつく暇もな

く、ＳＡＡに就任頂き本当に感謝しております。岩

橋ＳＡＡのおかげで、例会がスムーズに進行してい

ると実感しております。引き続きよろしくお願いい

たします。 

 伊藤副ＳＡＡ、ニコニコの発表いつも有難うござ

います。 

 藤原研修委員長、バズセッションの実施有難うご

ざいます。ロータリアンとしての意識を高め、会員

増強についても必ず身を結ぶと思っております。 

岩崎情報委員長、すでに２回の情報集会を実施し

て頂き、様々なテーマでロータリーライフの充実、

親睦を図って頂き有難うございます。 

 鈴木ロータリー財団委員長には、地区の寄付金目

標にご尽力頂き有難うございます。私もベネファク

ターをさせていただきます。 

 米山記念奨学生につきましては、マレーシアから

アインさんを受け入れ、佐藤委員長、カウンセラー

の岩橋会員にお世話して頂いております。 

アインさんは、近畿大学で就学中です。例会に

は、授業の兼ね合いで少ししか参加できませんが、

夜例会や情報集会には積極的に出席して頂いており

ます。 

 宮田会員増強委員長、会長が終わったばかりで、

大役をお願いして申し訳ございません。一緒に頑張

りますので、ご尽力宜しくお願いします。 

青少年奉仕活動につきましては、前年度からの計

画ですが、青少年交換留学生の派遣・受け入れを行

い、岩橋会員のご息女えいみさんをアメリカに派遣

し、カナダより、ゲイブ君を預かりました。ゲイブ

君のホストファミリーについては、岩橋委員長に受

けて頂いており、来年からは岩橋委員長のご実家で

お預かり頂くことになっております。岩橋委員長、

お世話をおかけしております。 

ご息女の映美さんもアメリカの暮らしになじんで

いるようで良かったです。また、岩崎会員には、ゲ

イブ君を長野県の温泉に連れて行っていただくなど 

積極的にご協力くださり、誠に有難うございます。 

これより、年度初めからの行事について報告させ

ていただきます。 

７月には、宮田直前会長、岩橋直前幹事の慰労会

が太閤園でございました。宮田直前会長におかれま

しては、実に２度目の会長に就かれ、その責務を見

事に果たされました。慰労会の案内時に慰霊会と間

違っても、笑って済ませてくださいました。ひやひ

やしたことを思い出します。 

 ８月にかけては東輪会のピーアールで、細川実行

委員長と尾崎幹事とともに、各クラブの例会を訪問

しました。その際、気づいたことは、東大阪さん

は、肉と魚が選べること、そして、西さんも含め

て、来た順番で食事を始められていたのを見て、ゆ

っくり食べられていいなと少し羨ましかったのを覚

えております。例会の進行については、個人の感想

ですが、当クラブが一番良いと感じました。 

９月は、東輪会合同例会が開催され、細川実行委

員長をはじめ会員の皆様の協力のもと、少ない人数

でありながら、チームワークの良さを発揮して、ホ

ストクラブとしての責務を果たすことができまし

た。本当に感謝しております。熊井教授の近大マグ

ロについてのご講演も大変好評でした。 

 １０月は、東輪会ゴルフコンペが飛鳥カントリー

にて開催されました。小川親睦委員長コンペの手配

有難うございます。結果は、団体・個人とも当クラ

ブが独占し、他のクラブからは、少しひんしゅくを

かいましたが、皆さん楽しんで頂いたようです。 

 また、山本ガバナーの公式訪問が、西・みどりク

ラブとの合同例会を兼ねてございました。合同例会

の前段で、山本ガバナーとの懇談会が１時間程ござ

いました。当クラブについては、３クラブの内、一

番ほめて頂き、大変嬉しかったことを覚えておりま

す。出席率、奉仕活動、財団や米山への協力、そし

て MYROTARY への登録率とどれをとってもすばらし

いとほめて頂きました。これも皆様のご協力のおか

げです。本当に有難うございます。 

１１月は、鹿港クラブの３６周年式典に出席する

ため、佐井姉妹クラブ委員長の計らいで、総勢９名

で台湾を訪問いたしました。例年のことながら、熱

烈な歓迎を受け、大変有り難かったのですが、倒れ

る寸前までお酒を飲んで、少し羽目をはずしてしま

ったことを反省しております。次年度は、佐井会長

のもと両クラブの親交が益々深まることと確信して

おります。 

 そして、岡本社会奉仕委員長のもと、地区補助金

を使って公徳学園の子供たち・先生も含めて総勢５

０人を枚方パークへご招待しました。当日は、鈴木

会員、佐井会員、中村会員、伊藤会員にもお手伝い

頂き、子供たちも大変楽しそうでした。最後は、お

子さんからお礼の言葉も頂きました。岡本委員長、

大変ありがとうございます。 

 １２月に入って、ついこの間ですが、小川親睦委

員長のもと、ゴルフ同好会が飛鳥カントリーにて催

されました。８名が参加し、楽しくラウンドできま

した。優勝された藤原会員おめでとうございます。 

 今後についてですが、今月１５日にクリスマス家

族会がございます。小川親睦委員長をはじめ親睦委

員の皆さま、岩橋会員には楽しい企画をして頂き、

大変有難うございます。参加人数も４０人を超えて

いるとお聞きしております。きっと楽しいクリスマ

ス会になると確信しております。 

 来年の予定になりますが、春の家族会、茨木カン

トリーにてゴルフ同好会そして、バスプロジェクト

のチャリティイベント、献血運動、吉原公園のさく

らの植樹等を各委員長様にご協力頂き、実行してい
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きたいと考えております。 

 また、交換留学生の映美さんを見守り、ゲイブ君

をもっと社交的にしていきたいと思います。 

幹 事 報 告           尾崎 元幹事 

1.公徳学園の子ども達からお礼の寄せ書きが届いて

おります。後ほど回覧いたしますのでよろしくお

願いいたします。 

2.本日例会に引き続き年次総会を開催いたします。 

またその後真珠の間にて定例理事役員会を開催い

たします。理事役員の方はよろしくお願いいたし

ます。   

3.12 月 13 日（木）には新ＩＭ4組になりました、

大阪御堂筋本町ＲＣの創立 5周年記念式典に私尾

崎が出席してまいります。 

4.今週、15 日にクリスマス家族会をシェラトン 3階

の葛城の間にて開催いたします。今年最後の例

会、イベントになります。皆様よろしくお願いい

たします。 

5.2019 年新年会は 1月 21 日（月）の夜例会となり

ます。少し間が空きますがご確認のほどよろしく

お願いいたします。 

年 次 総 会 

 只今より、東大阪中央ロータリークラブ、クラブ 

細則第４条第一節の規定により、2018～2019 年度年 

次総会を開催いたします。本日、議長を務めさせて 

頂きます金子でございます。どうぞよろしくお願い 

いたします。 

 まず初めに、会議成立について、報告させて頂き 

ます。現在の当クラブ会員数１８名、本日の出席会 

員数名であります。会議成立の要件である３分の１ 

の出席がございますので、本会議は有効に成立いた 

しましたことをここに宣言いたします。 

 それでは、本日の議案に入らせて頂きます。 

クラブ細則第１条１節の規定に基づき、１１月１９ 

日の指名委員会にて、岡本会員が会長ノミニーに選 

出されました。岡本会員にも既に内諾頂いておりま 

す。岡本会員どうぞご起立下さい。 

会長ノミニーとして岡本会員を選出する議案につい 

て、ご承認頂ける方は、挙手願います。有難うござ 

います。満場一致で承認されました。 

 岡本会員おめでとうございます。どうぞご着席下 

さい。 

 続きまして、同じくクラブ細則第１条第１節にお 

ける次年度理事選出の件でございますが、佐井次年 

度会長より、未だ熟考されているとのことですの 

で、来年の１月２１日新年会の前段で理事会を招集 

し、次年度理事について承認を得た後、臨時総会を 

開催したいと思いますが、いかがでしょうか？ 

ご賛成頂ける方は、挙手をお願いいたします。 

以上を持ちまして、議長を降壇し、年次総会を閉会 

させて頂きます。 

 本日は、スムーズな議事進行にご協力頂き有り難 

うございました。 

出 席 報 告           中村 委員 

本日の会員数 １８名 

本日の出席者数 １６名 

本日の出席規定適用免除会員 ８名 

本日の出席率 １００．００％ 

１１月１９日の修正出席率  １００．００％ 

 

ニコニコ箱報告      副ＳＡＡ 伊藤 雄一 

金子会長 会員の皆様、大変お世話になりました。

来年も宜しくお願い致します。 

藤原会員 ダブルぺリアの綾と運で同好会ゴルフコ

ンペで優勝出来ました。ありがとうござ

いました。 

佐藤会員 地区大会欠席のお詫び 

小川会員 ゴルフ同好会無事終了いたしました。あ

りがとうございました。私事ですが２位

でした。 

佐井会員 寒さも厳しくなってきました。皆さん身

体を大事にして下さい。 

中村会員 皆様、大変大変ご無沙汰しております。

お元気でいらっしゃいますか！わたくし

は元気でございます。これからもよろし

くお願い致します。 

青少年交換プログラム報告   ゲイブ・バローズ 

ゲイブが 2018 年 12 月 29 に岩﨑会員の会社で

行われた、餅つきに参加させてもらいました。 

またとない経験になったと思います。ゲイブの餅

つきはやや高速ピッチだったようです。 

 
合いの手も早くなります。 
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青少年交換プログラム報告     岩橋 映美 

岩橋映美さんの 12 月月例報告 

ロータリー活動への参加状況 

今月はロータリーの例会に少しだけ顔を出し

に行かせてもらいました。とても短い時間でし

たが、まだお会いしたことがなかったロータリ

アンの方たちと挨拶できて、少しの時間でした

が話すこともできました。皆さんが温かく迎え

てくれたのでとてもうれしかったです。 

学校生活（授業、クラブ活動、先生、学友関

係、等） 

アメリカに来てから初めての学期が終了しま

した！ 初めてのことばっかりで不安や緊張も

いっぱいあった一学期でしたが、最後には落ち

着いて楽しむことができました。四か月は長い

ような短いような不思議な感じです。授業も自

分から動くことができたり、作業を一人で進め

られたり、ディスカッションの時などに一言で

も発言できたりと、少しずつですが成長できて

いる気がします。    

１２月にクリスマスコンサートが四回ほどあ

り、そのうちの一回にシニアコーラスとして参

加しました。英語の歌詞の曲を何曲も覚えるの

はとてもハードでしたが何とか成功してよかっ

たです。バンドの演奏もとても素敵でした。 

インドアトラックでは、この前 MEET という試

合が行われました。ですが私は練習に行けない

日が多かったので今回は観戦していました。た

くさんの学生が集まってレースをしているのを

見て、とてもかっこいいなと思いました。

 
一学期最後の日には「LINE DANCE」というイ

ベントがありました。この学校ではイベントは

毎年恒例でみんながフランネルシャツをきてダ

ンスをします。私も参加しました。ダンスは難

しかったのですが、とても楽しかったです。 

家庭生活（家庭での日常生活の様子、語学習、

観光、旅行 等） 

クリスマスのツリーを切りに行ってきまし

た。本物のツリーは初めてだし切りに行くのも

初めてだったのでとても楽しかったです。その

あと飾りつけをしたりもしました。 

スキーにも連れて行ってもらいました。リフト

から落ちるというハプニングもありましたが少

し上達できたので良かったです。あとは、冬季

オリンピックの会場の一つだった Lake Placid

というところにスケートをしにつれて行っても

らいました。スケートはなかなか上手になれま

せんでしたが外でスケートをするのは初めてで

アメリカ感があったので楽しかったです。 

 
学校以外の学習、文化体験、観光など 

今月に二回、近くの St. Lawrence 大学の ESL

の授業を受けさせてもらいました。大学で授業

を受けるのは初めてでとても緊張しましたが、

とても暖かく受け入れてくれて楽しく過ごせま

した。皆さんの英語のスキルが高く私も頑張ろ

うと刺激を受けました。一月からまた別の ESL

の授業があって、それに来てもいいよと言われ

たので参加してみたいなと思っています。１２

月は毎週月曜に SUNY CANTON の ESL の先生が来

て会話のレッスンをしてくれています。たくさ

ん英語を学ぶ機会があるのでそれを十分に生か

したいなと思っています。 

 
健康状態 

とても寒いですが元気に過ごしています。 
 


