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第 2122 回例会  令和元年 7 月 8 日（月曜日）第 2号  

 
本日の例会 ７月８日（月）    第２例会 

● 直前会長幹事慰労会 場所 太閤園  

１８：00～集合写真撮影 ・ 移動例会 

18：３0～慰労会 

 

次回の例会 ７月２２日（月）    第３例会 
新年度方針説明 

● クラブ奉仕：佐藤 三千秋副会長 

● 会員増強・職業分類 ：岩﨑史郎 

● 会報・プログラム・雑誌広報 ： 岩橋竜介  

● 職業奉仕 ：宮田照男 

● 社会奉仕 ： 細川勝治 

● 出・報・親睦活動：小川 高弘 
● 本日の献立 フランス料理 

 

前回の例会 ７月１日（月）     第１例会 
● ビジター 

● ゲスト 
鹿港ＲＣ       林 慶源 

          黄 秀鈴

陳 秀春 

           粘 逸樹

阮 瑞蘭 

浅野会員のご友人  大羽 孝幸 

山口 敦弘 

井原  誠 

 
会長所信表明及び方針説明   会長 佐井義昌 

 2019-20 年度、東大阪中央ロータリークラブの会

長という大役を仰せつかり、期待と不安が入り混じ

っておりますが、当クラブの伝統と誇りをふまえ

て、一年間頑張っていきたいと思います。 

 

Ⅰ.RI 会長の今年度テーマ 

 2019-20 年度マーク･ダニエル･マローニ RI会長の

テーマは 

『ロータリーは世界をつなぐ』です。 

 私たちの奉仕活動は、同じ価値観を共有し、より

良い世界のために行動したいと願う人びとの結びつ

きをもたらします。また、ロータリーがなければ出

会うことがなかった人びと、共通の考えを持った人

びと、私たちの支援を必要とする人びととつなが

り、世界中の地域社会で人生を変えるような活動を

行うことができるつながりを築こうと言っていま

す。 

Ⅱ.第 2660 地区ガバナー方針 

 2019-20 年度四宮孝郎ガバナーは地区スローガン

『 Stand By You ～あなたと共に～』を掲げられまし

た。 

①常に相手の目線に立ったロータリーの奉仕活動を

②新会員と共にとの 2つの思いと地区年次目標 6項

目を掲げています。 

 

Ⅲ.今年度会長方針 

 RI 会長の今年度テーマを理解しながら、地区ガバ

ナー方針に従って当クラブの運営をしていきたいと

思います。 

1.クラブビジョンの策定 

「変えてはならないロータリー」「変えなければ

ならないロータリー」を明確にして、2年半後の創

立 50周年に向かって当クラブのビジョン策定をし

たいと思います。 

2.会員増強 

 多様な会員の入会、また多様な入会手段で会員純

増 1名以上を計ります。 

 HIGASHIOSAKA CENTRAL ROTARY CLUB  
 （第 2660 地区） WEEKLY BULLETIN No.2 

 東大阪中央ロータリークラブ  

  創 立 昭和４７年２月２０日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 会 長 

 会長ノミニー 

 副 会 長 

 幹 事 

 会 報 委 員 長 

佐 井 義 昌 

 岡 本 慎 一 

 佐 藤 三千秋 

 浅 野 光 男 

岩 橋 竜 介 

  例 会 日 毎 週 月 曜 日 １２：３０～ 

  例会場所 シェラトン都ホテル大阪３Ｆ 

  事 務 局 東大阪市小阪本町 1 丁目 5－14 

〒５７７-０８０２ 小阪本町ロイヤルハイツ 405 号 

 TEL：０６－６７５３－８８２３ 

 FAX：０６－６７５３－８８２６ 

 E-mail：jahcrc@gmail.com 

   

ROTARY CONNECTS THE WORLD 
ロータリーは世界をつなぐ 

 2019～2020 年度 国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー 
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3.ポリオ撲滅への協力 

 ポリオ撲滅はロータリーの最優先事項であること

を認識しており、今年度も協力していきます。 

 

4.ロータリー財団への寄付増進 

  ･年次基金     1 人当り 150 ドル 

  ･ポリオ基金    1 人当たり 50ドル 

  ･恒久基金     ベネファクター1人以上 

 

5.米山記念奨学金への寄付増進 

  ･1 人当り 3万円 

 

これらは地区年次目標どおりでありますが、My 

Rotary の登録率は 90%を超えており、当クラブ年次

目標は 5項目とします。 

 

今年度の会長方針を『親睦を通じて絆を深めよう』

とさせて頂きます。 

これらの方針を進めるには会員同志ひとり一人の強

いつながり･絆が必要です。親睦活動を通じて絆を

深め、当クラブの活性化を計りたいと考えていま

す。 

何とぞ、会員皆様にはクラブ運営にご理解、並びに

ご協力の程よろしく 

お願いします。 

幹 事 報 告         幹事 浅野 光男 

1.本日例会終了後、第１回定例理事役員会をシェラ

トン 2 階、ｅｕ（ゆう）の個室にて開催いたしま

す。理事役員の皆様にはよろしくお願いいたしま

す。 

2.次週は直前会長幹事慰労会を太閤園「淀川亭」にて

開催いたします。慰労会の前に集合写真を撮影致

しますので、１８時までにネクタイを必ず着用の

上ご参加をお願い致します。 

出 席 報 告          小川 委員長 

本日の会員数 １９名 

本日の出席者数 １４名 

本日の出席規定適用免除会員 ９名 

本日の出席率 ９４.１２％ 

６月１０日の修正出席率  ８８.８９％ 

 

ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 岩橋 竜介 

佐井会長 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。 

金子直前会長、尾崎直前幹事、1年間お

疲れ様でした。 

浅野幹事 金子直前会長、尾崎直前幹事、1年間ご

苦労様でした。久武さん、名村さん入

会おめでとうございます。近藤先輩ご

無沙汰しております。今年度、会員の

皆様宜しくお願い致します。 

近藤会員 高齢者のため、長期に亘り欠席してお

りますが、会員皆様方のご努力に感謝

し、ご健闘をお祈りします。 

藤原会員 名村様、久武様入会おめでとうござい

ます。気楽にクラブライフを楽しんで

下さい。 

佐井会長、新しい船出お祝い致します 

宮田会員 金子直前会長、尾崎直前幹事、1年間ご

苦労様でした。佐井会長、浅野幹事に

は今年度、よろしくお願いします。 

佐藤会員 新年度のスタートを祝して！本日のゲ

ストの皆様ようこそおいでいただきま

した。謝謝！ 

岩﨑会員 佐井会長、浅野幹事、新年度の船出を

祝して。 

小川会員 金子直前会長、尾崎直前幹事、1年間お

疲れ様でした。そして、佐井会長、浅

野幹事、1年間よろしくお願いします。 

久武様、名村様入会おめでとうござい

ます。 

国際奉仕方針説明     委員長 岡本 慎一 

今年度は、５期継続奉仕事業のケニア・ナイロビ

のシープケア学校への大型バス購入資金支援の４期

目として支援を継続して実行致します。 

 ケニア・ナイロビの子供達の置かれている現状

と、厳しい環境の中で子供達が豊かに育つための大

型バスプロジェクトの意義を今年も周知・啓蒙し

て、クラブとして適切に支援していきたいと考えて

おります。 

 また、５期継続奉仕事業を完結するにあたって

は、ケニア・ナイロビ現地視察ツアーについても、

クラブのメンバーと協議して企画していきたいと思

います。 ご協力よろしくお願い致します。 

 

ロータリー財団方針説明   委員長 岡本 慎一 

ロータリー財団委員会では、例年どおりポリオ撲滅

寄付金５０ドルと年次寄付金２００ドルを予定して

おります。また、恒久基金（ベネファクター）も１

名以上を目標としております。 

皆様の寄付金につきましては、ロータリーのホーム

ページからマイページに進んでいただくと当クラブ

の寄付金明細が確認できます。 

当クラブでは、数名の方が２回以上ベネファクター

となられています。 

本年度もご協力、よろしくお願い致します。 

 

入 会 式 

当クラブ、初めての女性会員、久武 奈緒美君、

名村 美紀君の入会式を執り行いました。 
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     久武 奈緒美 会員 

 
       名村 美紀 会員 

 

 
 

 
 

 
 
青少年交換プログラム報告 6 月月例報告 

派遣留学生   岩橋 映美 

ロータリー活動への参加状況 

今月は留学生活最後のオリエンテーションに行っ

てきました。湖でカヌーをして転覆したり、夜中ま

でみんなで歌って踊ったり、ロータリアンの人にカ

ードゲームを教えてもらったり、洞窟に入ったりた

くさん楽しい時間を過ごすことができました。最終

日にこの一年の感想をみんなで発表するときに、こ

れで最後だと実感し

て涙が止まりません

でした。 

当たり前のように

毎月会って、留学生

だからこそわかる話

ができるような大切

なみんなと次いつ会

えるかわからないの

はとてもさみしいで

すが、また会える日

をとても楽しみにし

ています。最初はこ
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の地区厳しいし違う場所がよかったなとか思ってい

たけど、とても暖かいこの地区に来れてとてもうれ

しいです。 

Canton ロータリークラブで最後のプレゼンテーシ

ョンをしてきました。同じ時にブラジルから帰って

きた女の子と、30年前にロータリーの留学生として 

Canton に来ていた女性のプレゼンテーションもあり

ました。長い時間を経てこうして同じ留学生同士が

会うことができるというのはすごいことだなと思い

ました。クラブの皆さんは本当にこの一年よくして

くださって、感謝の気持ちでいっぱいです 

 

 
 

学校生活 

まず、高校で成績優秀者の表彰をしてもらえたのが

とてもうれしかったです。留学生だから大目に見て

もらえている部分もあるかもしれないですが、それ

でも生まれて初めての表彰をアメリカで出来てうれ

しかったです。 

一番大きいのは卒

業式です。約一年

間通った学校を卒

業するのはやっぱ

りさみしく感じま

した。たくさんの

友達ができて、し

んどい思いも、学

校に行きたくない

なと思うこともた

くさんありました

が、とても楽しい

一年間でした。 

 

家庭生活 

ホストファミリーと友達で Graduation Party をし

ました。今まで私に関わってくれた人たちがたくさ

ん来てくれて全部合わせて 100 人ほどきてくれてと

ても楽しい時間でした。久しぶりに会う人たちもた

くさんい

て、初め

て会った

時より英

語を喋れ

るのを見

てたくさ

ん褒めて

くれまし

た。みな

さんギフトをくれたり、国旗にサインしてくれてた

くさんの思い出も増えました。この日が合うのが最

後になる人たちもたくさんいてさみしく感じました

が、これ

だけたく

さんの出

会いがあ

って、た

くさんサ

ポートし

ていただ

けている

ことがう

れしかっ

たです。 

学校以外の学習、文化体験、観光など  

カリフォルニアに住んでいる叔父夫婦のところに

一週間ほど遊びに行ってきました。Google のツアー

をしてもらったり、スタンフォード大学の中を案内

してもらっ

たり、たく

さん楽しい

ことができ

ました。今

まで英語ば

かりの生活

だったの

で、日本語

を話すとき

に英語が出

てきそうに

なったりす

るのを感じ

て、だんだ

ん英語脳に

慣れてきて

るなと思い

ました。 

 

 


