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第 2160回例会  令和 3年 7月 12日（月曜日）第 2号  

 

本日の例会 ７月１２日（月）     第２例会 

直前会長幹事慰労会  

シェラトン都ホテル大阪「志摩の間」 

  １７：３０集合・写真・例会  １８：３０慰労会 

次回の例会 ７月２６日（月）      第３例会 

●新年度方針説明  

 クラブ奉仕：細川勝治 

 出席・情報：芝池福子 

 親睦：帆足嘉寿大 

 会報 P雑誌広報・職業奉仕：百済洋一 

 会員増強・分類選考：浅野光男 

前回の例会 ７月 ５日(月)      第１例会 

  

会 長 挨 拶         会長 岩橋 竜介 

先週末、静岡県伊豆周辺で豪雨災害が発生し、多

くの方々が被災された姿を目の当たりにし、心を

痛めます。できる限り多くの方々が救出され、被

災された方々が助けられますようにと願います。 

今日から新年度の例会がスタートしました。先

ほどは初めての開会点鐘をしましたが、一番緊張

した瞬間でもありました。新しいことをしたり、

何か今までにはないことにチャレンジする時には

勇気がいるものだと思います。こんな時に、思い

出すお話があります。 

アフリカに「インパラ」というカモシカに似た

動物がいます。その脚力で、一度に 10 数メート

ルもの幅を飛び、2～3 メートルの高さまでジャン

プできる力を持つそうですが、そんなインパラを

動物園などで飼育するのは実は簡単だそうです。

実はインパラは障害物の先が見えなければ決して

ジャンプして飛び越えないとのこと。ですから目

の高さほどの壁を作れば、その中にずっととどま

っているそうです。 

私たちのクラブはインパラのようであってはい

けないと思います。確かに私たちの前には様々な

障害や壁が立ちはだかっています。コロナ禍のよ

うな、今まで経験したことがないような問題も起

こってくることでしょう。目の前にそのような壁

があるからと言って、今までのところにじっとと

どまっているのではなく、わからないことがたく

さんあったとしても、仲間を信じて乗り越えてい

きたいと願っています。わからないことが多い中

で、ひとつわかっているのは、ここにクラブを愛

し、共に歩んでいく仲間がいるということです。 

そのような皆様といくつもの壁を乗り越えて、

この特別な 50 周年の年を進んでいきたいと願っ

ています。 

幹 事 報 告         幹事 岩﨑 史郎 

1.本日、例会終了後に第１回定例理事役員会をシェ

ラトン 5階「カトレア」にて開催致します。 

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こちらシェラトン都

ホテル大阪「志摩の間」にて開催致します。 

17：30集合、写真撮影、移動例会ののち、18：30

より慰労会となります。 
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  2021～2022年度 国際ロータリー会長 シェカール・メータ 
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集合写真を撮りますのでネクタイ着用でのご参加

をお願い致します。 

出 席 報 告           芝池 委員 

本日の会員数 １９名  

本日の出席者数 １５名 １５名 

本日の出席規定適用免除会員 ４名 ４名 

本日の出席率 １００％ １００％ 

６月２８日の修正出席率      ９４．４４％ 

ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 名村  美紀 

岩橋会長 今日より、いよいよ新年度の例会が始ま

りました。社会も、当クラブも荒波の中

での出航です。一年間乗りきり、良い旅

になるようにと願います。皆様よろしく

お願いします。 

岩﨑幹事 今期、岩橋会長丸の船出です。 

一年間、安全運行できますよう、宜しく

お願い致します。 

宮田会員 岩橋会長、一年間宜しくお願い致しま

す。 

皆様、コロナに負けず頑張りましょう！ 

百済会員 岩橋会長、岩﨑幹事 

今年度よろしくお願いします。 

細川会員 岩橋会長、岩﨑幹事、新しい門出です。

一年間、宜しくお願いします。 

小川会員 岩橋会長、岩﨑幹事、一年間宜しくお願

い致します。 

金子会員 岩橋会長、岩﨑幹事 

50周年という節目の年 

宜しくお願いします。全力で応援します 

岡本会員 岩橋会長、岩﨑幹事 

1年間宜しくお願い致します。 

名村会員 先日は、茨木カンツリーでの優勝のお祝

い有難うございました。 

次回も頑張ります。 

副会長・姉妹クラブ委員長       佐井 義昌 

 

この度、副会長兼姉妹クラブ交流委員会委員長に

任命され、岩橋会長の補佐役として尽力して参り

たいと考えています。 

 姉妹クラブ委員長と致しましては、岩橋会長の

方針に基づき、今年１０月３１日台湾鹿港ロータ

リークラブ三十九周年記念式典が開催されます。

弊クラブは来年２月２０日五十周年記念式典に台

湾から多数ご参加いただいて、懇親会にて友好を

深めていきたいと考えています。 

会長ノミニー・社会奉仕委員長      尾崎 元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．会長ノミニー 

会長ノミニーの役割は明確には理解しておりませ

んが、この 1 年間現岩橋会長の背中をみながら、会

長職とはどうあるべきかを勉強するのが職務かと思

います。 

会長ノミニーとして不都合な点があればご指摘して

いただき、来年 1 月には会長エレクトとなるべく精

進してまいりたいと考えております。 

2．社会奉仕委員長 

 今年度の社会奉仕活動としては、例年通り 2 つの

事業を計画しております。 

①地区補助金を利用して公徳学園の児童をひらかた

パークへ招待する事業。 

これは予算総額 408,400 円の事業（地区補助金

204,200 円、クラブ拠出金 20,4200 円）   

 地区から補助金申請を承認されています。 

②献血事業 

これは日本赤十字社と共同で毎年行っている事業で

す。今年度も予算 100,000 円で 4 月に布施駅前での

献血活動を予定しています。 

まだ日本赤十字社とは日程調整などしておりません

ので、またあらためてご報告させていただきます。 
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会 長 方 針         会長 岩橋 竜介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度は、東大阪中央 RCにとってとても重要な

年になります。50周年を迎える記念すべき年だか

らです。1972年 2月 20日に、林会員を含むチャ

ーターメンバーの努力により、ロータリー精神を

掲げ、ビジョンと目標をもって当クラブは産声を

上げました。それから 50年。この伝統ある東大

阪中央ロータリークラブが、100周年に向けた新

たな次の一歩を踏み出してゆく最初の年。様々な

困難な状況が、私たちを取り巻いている中でも、

夢を描き、共に知恵と力を合わせて、ロータリー

クラブとしてのビジョンを達成していきたいと考

えています。2017 年に定められた新しいビジョン

声明は 

「私たちロータリアンは、世界で、地域社会

で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化

を生みために、人々が手を取り合って行動する世

界を目指しています」とあります。この基本に立

ち、シェカール・メータ次年度 RI会長、吉川秀

隆次年度 2660地区ガバナーの方針に基づいて、

東大阪中央ロータリークラブの活動方針を以下の

ように定めます。  

 

■2021～22年度 RIスローガン 

（シェカール・メータ RI会長） 

“Serve to Change Lives”  

 『奉仕しよう。みんなの人生を豊かにするために』 

2 大目標： 

①会員数を増やしてロータリーの参加者基盤を広

げる。 

（RI 会員数を 130 万人に！Each one, Bring 

one） 

②世界に奉仕して、より大きなインパクトをもた

らす。 

 

■2021～22年度地区重点施策  

（吉川秀隆ガバナー） 

７大重点分野（従来の６大重点分野に「環境」が

加えられて７大重点分野になった）の中で、５番

目の「基本的教育と識字率向上」を取り上げ、

『教育の支援』に重点を置いた活動をする。 

 

2021～22年度東大阪中央ロータリークラブ活動方針 

（岩橋竜介会長） 

クラブスローガン（50周年記念大会スローガン） 

『チェンジ，チャンス，チャージ 100年への一歩』  

（３つの C） 

この記念すべき時に、ロータリーの基本とクラ

ブの伝統を再認識しつつ、新しいクラブの目標に

向けて果敢に挑戦する年にします。コロナ禍にあ

り、先が見えない状況だからこそ、クラブの目標

を定め、柔軟性を持って対応し、達成に向けて皆

で前進しましょう。 

「変化の時はチャンスの時」だと。ビル・ゲイツ

が ブラザー工業の元会長の安井義博氏の言葉を

引用して語った。今、コロナウィルスのパンデミ

ックにより、今までにない変化が生まれてきてい

る。その問題の中で何もせずに耐えるという選択

肢もある。しかし、この変化(change) の時をチ

ャンス・好機(chance)の時と捉えて、今までデキ

なかったことに前進(charge)(もしくは挑戦・

challenge)することもできる。東大阪中央 RCが

今までの 50 年を振り返り、変えてはならないレ

ガシーを確認しつつ、100周年に向けて前進して

いきたいと願う。奇をてらって大きく変化させる

必要はない。しかし、ちょうど Change の一文字

を変えると Chance になり、また Charge になる

ように、必要な小さな変化を勇気をもって行って

いくことが東大阪中央ロータリークラブに求めら

れていることである。 

 ◆主な取り組みとして 

〇50 周年記念式典(2022年 2月 20日)の開催する 

① この式典を通して、様々な関係者との交流を

する。ガバナー、ガバナー補佐、IM4 組会長

幹事、米山奨学生 OB、鹿港 RCの方々など。 

② 記念誌の発行 

③ 50 周年記念事業の実施 

    

〇クラブビジョンと 5か年計画を策定し、クラブ

発展の戦略を立てる 

 クラブのビジョンは佐井元会長、岡本直前会長

を引き継いで「伝統を胸に、前進する」とする。 

また、ロータリー賞を目指して、クラブセントラ

ルに 13の目標を定めている。 

残念ながら、2名の減少からのスタート。決して

順風満帆な船出とは言えない。様々な逆風が吹い
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ている。しかし、岩崎幹事を始め、歴代の会長、

そして東大阪中央 RCを愛しておられる会員の皆

様、素晴らしい事務局の田上さんという最高のク 

ルーがチームとして航海する船である。きっとこ

の荒波を乗り越えて、良い港に着くことができる

ものだと信じている。是非共に進んでいこう。 

 

 

幹 事 方 針               岩﨑 史郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度幹事を仰せつかりました岩﨑です。今期

は、岩橋会長の下、会長方針に従い全面的にサポ

ートして参ります。コロナ禍の中でまだまだ十分

なクラブ運営が出来ない状況ですが、東大阪中央

ＲＣとしては５０周年を迎える記念すべき節目の

年であります。クラブ発展のため各委員会の皆様

のご協力を頂き一生懸命頑張ってまいりますの

で、皆様のご指導ご鞭撻頂きますよう宜しくお願

いいたします。 

 2021～2022年度 第 2回理事役員会議事録                   

日 時 2021年 7月 5日（月） 例会終了後 

出席理事 (敬称略) 

岩橋竜介 岩﨑史郎 尾崎元 佐藤三千秋 

百済洋一 細川勝治 小川高弘 金子勝信 

佐井義昌 岡本慎一 名村美紀 帆足嘉寿大  

（計 12名） 

議  案 

１、RI 人頭分担金 送金の件 

  ＄36×19 75,924円（7月 RIレート 111円） 

承認 

２、地区分担金 送金の件 

  地区運営資金 5,000円×19 95,000円 

  地区活動資金 3,500円×19 66,500円 

  地区大会資金 2,500円×19 47,500円 

承認 

３、ロータリーの友 支払の件 

  上半期分 25,080円（220円×６ヶ月×19名） 

  承認 

４、５０周年記念式典の件 

  ①記念事業の件     

  ②参加人数の件  

  ③予算の件 

式典及び予算について（①～③） 

全て縮小する事で再度検討する 継続審議 

５、鹿港ＲＣ39周年式典訪問の件 

継続審議 

 

 

【百済洋一会員の米山特別寄付のピン贈呈】 


