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第 2091 回例会  平成 30 年 7 月 9 日（月曜日）第 2 号  

 
本日の例会 ７月９日（月）    第２例会 

◎ソ ン グ 『奉仕の理想』 

【直 前 会 長 幹 事 慰 労 会】 

場所 太閤園 17：30 移動例会 18：00 慰労会 

◎本日の献立 懐石料理 

次回の例会 ７月 23 日（月）  第３例会 

◎各委員長計画発表 

プログラム：伊藤雄一 

親睦活動：小川高弘 

ロータリー情報：岩﨑史郎    

会員増強・職業分類：宮田照男 

国際奉仕：浅野光男  

前回の例会 ７月２日（月）   第１例会 

  

幹 事 報 告          岩橋 竜介 幹事 

1. 本日例会終了後、2018-19 年度第 1回理事会

を、例会場横、「真珠の間」にて開催いたし

ます。理事役員の皆様には宜しくお願い致し

ます。 

2. 7 月 8 日（日）に 2018-2019 年度米山総会及

び新規奨学生歓迎会が KKR ホテルにて開催さ

れます。佐藤米山奨学委員長、尾崎幹事、ア

インさんが参加されます。宜しくお願い致し

ます。 

出 席 報 告           中村 委員 

本日の会員数 １８名 

本日の出席者数 １５名 

本日の出席規定適用免除会員 ８名 

本日の出席率 ８８．２４％ 

５月２１日の修正出席率     ８７．５０％ 

ニコニコ箱報告        ＳＡＡ 岩橋 竜介 

金子会長 会員の皆様、これから 1年間どうぞ宜

しくお願い致します。 

尾崎幹事 新年度幹事の尾崎です。皆様よろしく

お願い致します。 

藤原会員 金子会長の“半端ない”船出を期待し

て。 

百済会員 マイロータリー登録率 94.44％（6月

末）ありがとうございました。 

浅野会員 金子会長、尾崎幹事、1年間の荒業お

元気で頑張ってください。 

岩﨑会員 金子会長、尾崎幹事の船出を祝して。

1 年間宜しくお願い致します。 

小川会員 金子会長、尾崎幹事、1年間宜しくお
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BE THE INSPIRATION 
インスピレーションになろう 

2018～2019 年度 国際ロ タリ 会長 バリー・ラシン
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願い致します。 

佐井会員 金子会長、尾崎幹事、1年間宜しくお

願い致します。 

岩橋会員 本年度は再びＳＡＡとして頑張りま

す。よろしくお願いします。 

中村会員 新年度がスタートしました。金子会

長、尾崎幹事 1年間宜しくお願い致し

ます 

7 月のお祝い 

●入会記念日 佐藤 鈴木 浅野 岡本 （各会員） 

●会員誕生日 百済会員 

●夫人誕生日 小川 遊様  

●結婚記念日 小川 岡本 岩橋(各会員) 

●創業記念日 細川会員 

●６月の内祝いニコニコ 累計  480,000 円 

●６月のニコニコ箱  39,000 円 累計 1,009,000 円 

会長就任挨拶         金子 勝信会長 

 

私は、国際ロータリーの本年度テーマを理解

し、地区方針に従い、各クラブの裁量に委ねられ

ている権限を最大限活用しながら、当クラブ運営

を進めて参りたいと思っております。 

 

 バハマ出身のＲＩ会長バリー・ラシン氏が発表

された本年度のテーマは、 

「インスピレーションになろう」です。 

 テーマの内容で、一番大切なのは、『前向きな

変化を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇

気と希望。そして創造性をもって正面から立ち向

かう意欲をクラブ、地域社会、そして組織全体か

ら引き出すための「インスピレーション」となる

必要があるのです。』と申されております。そし

て、また、国際協議会の中で、『ロータリーは第

一に会員制組織です。ですから、奉仕活動を通じ

てより良い世界を築きたいと願うなら、まずは会

員を大切にしなければなりません』 

 『変化を生み出そうという意欲を、クラブ会長

 

と地区内ロータリアンの心に芽生えさせて頂きた

いのです。もっと何かしよう、可能性を最大限に

発揮しようというやる気を引き出し、それぞれの

やり方で前進できるよう手助けをすることが皆さ

んの仕事です』と発表されています。 

  

 ２６６０地区の本年度ビジョンは、・私たち、

２６６０地区はＲＩテーマを理解し、地域の特性

にあった活動をする することにより具現化しま

す。 

・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。 

・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。 

となっております。 

そして、地区中期５ヶ年計画として、 

1. クラブのサポートと強化として各クラブが将

来のビジョンを持ち、クラブ会員基盤を強化

し、会員維持、会員増強、クラブ拡大を支援

します。 

 

2. 人道的奉仕の重点化と増加として、成果の持

続可能な奉仕の強化、財団補助金の利用促

進、ロータリー財団および米山記念奨学会へ

の寄付を促進し、寄付ゼロのクラブがなくな

ることを目指します。  

  

3. 公共イメージと認知度の向上として、奉仕活

動を通じて、魅力を周りの人に伝え、公共イ

メージ向上を推進します。 

となっております。 

 

 ＲＩテーマ、地区ビジョンを当クラブに照らし

合わせますと、当クラブの課題そして進むべき道

が見えてきます。 
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 昨年度、宮田会長・岩橋幹事のもと、藤原研修

委員長に実施していただいたバズセッションにお

いて、当クラブの守っていくべきもの、そして変

えていって良いものが浮き彫りとなりました。 

守っていくべきものは、当クラブの伝統であるこ

の志摩の間においての格式のある今の例会の形式

と奉仕に前向きな姿勢と、目標や課題に対して 

一致団結できる各会員の心意気だと思っておりま

す。 

 

 そして変えていかなければならないことは、当

クラブ最大の課題である会員増強にプラスに働か

ない部分です。今年度は毎週月曜の昼間に行って

いた例会の約５分の２を夜例会とさせて頂きまし

た。このことによって、入会いただける可能性の

ある友人や知人を例会にお招きし易い環境を整備

できると思います。 

また、今後の検討課題として、入会金の無料化や

新入会員への優遇制度などについて皆様と協議し

ていかなければなりません。 

 

 来るべき５０周年に向けての会員増強目標とし

て、５０周年の記念行事を会員数３０人以上で向

かえるという中期目標を掲げたいと思います。 

 

 これらを踏まえ、今年度の会長方針を『伝統を

胸に、前進しよう』とさせて頂きます。守るべき

ものを守って、変化を恐れず会員数を増やして５

０周年に向けて前進しようという意味を込めてお

ります。 

 何卒、ご理解の上、ご協力いただきますよう宜

しくお願い申し上げます。 

  

本年度の事業につきましては、各委員長様にお願

いし、昨年度にも劣らない事業計画を立てて頂い

ております。 

具体的には、青少年交換留学生の派遣および受け

入れ、米山奨学生の受け入れの継続、児童福祉施

設である公徳学園の子供たちへの奉仕イベントの

実施、献血活動、そして国際奉仕であるバスプロ

ジェクトの継続とそれに伴うチャリティイベント

の計画などがあげられます。 

 

親睦活動としましては、年４回の情報集会の開

催、家族会、クリスマス会、そして親睦ゴルフ会

を計画しております。 

また、昨年度から実施しております例会でのバズ

セッションの定期的な開催も予定しております。 

 

今年度は、東輪会のホストクラブとして、９月に

は合同例会、１０月にはゴルフ大会を細川実行委

員長のもと着々と準備をすすめております。 

 

 このように、少人数のクラブではありますが、

質量ともに他クラブに負けないスケジュールのも

と本年度の運営を進めて参りたいと存じますが、

会員の皆様一人ひとりのご協力なしには、何ひと

つ実現できません。 

 何卒、今後のクラブ運営にご理解、ご協力の程

宜しくお願い申し上げます。 

 

新年度方針説明        幹事 尾崎 元 

幹事としては金子会長の方針「伝統を胸に、前

進しよう」を基に、まずは当クラブの最重要課題

である新入会員増強のための様々な施策を全会員

の皆様と共に模索していきたいと考えています。 

今回幹事を仰せつかってから、クラブ内の会計

収支などがより身近なものとなり、会員減少に伴

う収入の減少が当クラブの奉仕活動の縮小を余儀

なくされる事態までになってきていることがよく

理解できました。そのため事前理事会の段階から

新年度理事の皆様と夜例会の導入やそれに伴う細

則変更などを検討し、直前会長・直前幹事・会計

のご協力もいただいてなんとか新年度プログラム
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に盛り込むことができました。 

まだ道半ばですが、クラブ運営が健全で奉仕活

動が楽しくできますよう会員の皆様のご協力をお

願いいたします。 

 

雑誌広報委員会       委員長 尾崎 元 

役割としては当クラブの活動を、クラブ会員、

メディア、一般の人々に知ってもらうことにあり

ますが、まずは前年度に習って当クラブのユニー

クな活動を「ロータリーの友」ロータリー・アッ

ト・ワーク等に投稿することができればと考えて

います 

 

クラブ会報委員会      委員長 尾崎 元 

当委員会の役割は、クラブ例会の内容、次の例

会の予定などを例会週報として作成し、クラブ運

営の円滑化、活性化を計ることにあります。 

そのため当クラブの会員の皆様にお願いです

が、卓話のサマリーや委員会報告などをこれまで

と同様に、なるべく早く事務局へ提出していただ

きますようお願い申し上げます。また事務局の負

担軽減のため可能な方はメールで事務局の方

（jahcrc@gmail.com）へ word 文章で添付してい

ただければ幸いです。 

 

社会奉仕委員会      委員長 岡本 慎一 

 ロータリーの社会奉仕は、ロータリアンが「超

我の奉仕」を実証する機会とされています。 

また、社会奉仕は、地域に住む人々の生活の質

を高めるものであり、公共のために奉仕すること

は、全てのロータリアン、ロータリークラブにと

っても社会的責務とされています。 

 

具体的な社会奉仕活動として本年度は 

１．献血活動 

２．地区補助金を利用して公徳学園の子供たち

をひらかたパークに招待する 

３．東大阪吉原公園の桜の植樹状況の確認 

会長、幹事の方針に従い、また、会員の皆様のご

指導、ご助力を頂き、ロータリークラブの社会奉

仕活動として、意義のあるものにしたいと考えて

おります。 ご協力よろしくお願い致します。 

 

姉妹クラブ交流委員会   委員長 佐井 義昌 

今年 11 月３日に行われる台湾鹿港ロータリー

クラブの創立３６周年記念式典には金子会長が参

加予定となっております。また会員の皆様も是非

多数のご参加をお願いいたします。 

また、来年当クラブ 46周年記念式典は鹿港ロ

ータリーをお呼びするかどうか金子会長に 

ご検討をお願いします。両クラブの親睦を深めた

いと考えています。 

 

米山記念奨学委員会報告     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【米山総会及び新規奨学生歓迎会】 

7 月 8 日（日）17 時よりＫＫＲホテル大阪に於き

まして、アインさんたち今年度米山奨学生の歓迎

会が開催され、佐藤三千秋米山奨学委員長と尾崎

元幹事が出席されました。 

 


