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ロータリー：変化をもたらす
2017 - 2018年度国際ロータリー会長 イアン H.S. ライズリー

本 日 の 例 会

ホームクラブ出席率 100％

７月１４日
（第２例会）

6 月 23 日（第 4 例会）補正出席率 100％（MU 2 名）

● 就任挨拶
職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕 青少年奉仕
R 財団・米山 研修リーダー

次 週 の お 知ら せ

各委員長

● ゲスト＆ヴィジター（敬称略）

末𠮷勘四郎重久（IM8 組ガバナー補佐）
上田

７月２
１日
（第３例会）

● 3 分間情報

豊（大阪南 RC）

◆ 会 長 の 時 間 ◆
初めての「会長の時間」で大変緊張しております。

光信昌明会員
！
● 卓話 「人間に生まれて良かった！
絶対の幸福が獲られるんだもん」

しかし、今年度の始まりを祝うかのように末𠮷ガバナー
補佐にお越しいただき、心強くまた光栄であります。
末𠮷ガバナー補佐、本当にありがとうございます。

人類発生から 250 万年経った現代、苦

末𠮷ガバナー補佐とは、確か昨年の冬の八輪会で初

しみの量は減っていないが、お釈迦様

めて親しくお話をさせていただきました。非常にフレ

は明快に回答されている。

ンドリーな方で、私どもにも気さくにお声をかけていた

演 奏

だいたのを思い出します。今後一年間クラブ運営につ

語 り 部：河野正孝様

きご指導いただくことになりますので、
よろしくお願い

フルート：北川聖香様

いたします。

ピ ア ノ：初瀬川未雪様

後刻就任あいさつもありますので、本日の会長の時

永井正美会員

間はこれまでです。

● 食膳 〈日本料理 うなぎ定食〉

◆ 幹 事 報 告◆
次 々 週 の お 知らせ

７月２８日
（第４例会）

三宅善太郎幹事
鈴木会員が４月中旬に右の指を手術され、お休み

● ガバナー講話
片山 勉ガバナー

されています。昨日電話でお話しをしました所、右手
が使いづらく食事、筆記がままならないのでもうしば

先 週 の 記 録

７月７日
（第１例会）

らく休ませて頂きたいとの事でした。お声はお変わり
なさそうでしたが折を見て又連絡をとらせて頂きます。

● 出席報告
出席会員 41 名（内免除会員 11 名）
会員総数 46 名（同上 16 名）
ゲスト

1名

ヴィジター 1 名
計

7月ガバナー月信の「冊子版」に訂正が有りますの
で、修正箇所をポストしております。
7月14日の例会に東南RCより新年度会長・幹事様
がお越しになります。

43 名

！
会員増強にご協力を！

◆ 末𠮷ガバナー補佐のご挨拶 ◆

年度会長はこれら貴重なご意見等もご参考にされ、
ク

末𠮷勘四郎重久IM８組ガバナー補佐

ラブ運営をされるものと確信しております。結びに、皆

本日は、私の初めてのAGとし

様のご厚情に感謝するとともに、
クラブがより素晴らし

てクラブ協議会の開催にお邪魔

いクラブになりますことを心より祈念して退任のご挨

いたしました。

拶とさせていただきます。
有難うございました。

大阪城南ロータリークラブ様
のような歴史のあるクラブと私の

「退任挨拶（幹事）」

所属しています大阪イブニングロータリークラブとで

村上泰啓会員

は比較になりませんが、
さまざまな活動をされており

幹事退任のご挨拶を申し上げ

刺激を受けました。

ます。

片山ガバナーは2週間後に訪問されますが、ガバ

尾﨑会長に幹事を指名されま

ナーの戦略計画の推進と
「魅力のある、元気のある、
個性のある」
クラブとして益々のご発展をご期待いた
します。

して、何とか1年間この大任を務
めさせていただきました。尾﨑会長はじめ理事・役員、
各委員長、会員各位と、事務局の髙谷さん、皆さんの

本日はどうかよろしくお願い致します。

ご指導、
ご協力の賜物と感謝いたしております。本当
にありがとうございました。運営の面ではなにかと、不

卓 話

６月３０日 ＜第５例会＞

「退任挨拶（会長）」

行き届きな点が数々あったと思いますが、
ロータリー
の寛容の精神でお許しいただきたいと思います。
この1年を終えまして、私自身の正直な今の心境は

尾﨑敬則会員
会員の皆様、
理事・役員の皆様、

「ホットしたということと、結構楽しかったな」
というこ
とです。幹事になる前には、わからなかったことをいろ

各委員長をはじめ各委員会の皆

いろ学ぶことができました。
また、今まで経験できな

様、事務局の髙谷さん、
ピアノの

かったことを経験できましたので、
「 楽しかったな」
と

浅香さん、一年間、有難うござい

いう感じを持っております。

ました。
また支えていただいた村上
（泰）
幹事、
小林SAA、
中谷
（佳）
副会長、有難うございました。
本年度は、ジョン・F・ジャームRI会長のテーマ、

幹事として参加しましたイベントは、八輪会、各クラ
ブの周年記念式典、
ロータリー城南会でした。それぞ
れに他クラブの会長・幹事とお会いしまして、親睦を

「Rotary Serving Humanity」
、松本進也地区ガバ

深めることができました。
また、各クラブと意見や情報

ナーの「The Ideal of Serviceの基本理念の周知と

の交換ができました。１年間に合計5クラブの周年式

実践」ほかの方針、
これらを念頭に、
クラブの目標を

典に参加しました。それぞれ工夫を凝らした素晴らし

「50周年に向けての基盤作りを目指して」
とさせてい

い式典でしたが、良い式典でも時間を守ってテンポよ

ただき、1年間活動して参りました。その結果、計画し

く運ぶことが大切だと感じました。他には、米山奨学生

ました事業については、皆様に色々ご苦労いただいた

の弁論大会で張淵さんが優勝したときは感動しまし

おかげで、
ほぼ計画通り実行できました。

た。尾﨑年度に趣味の会が始まりました。お茶を楽し

ただ、目標とした会員純増２名はかなわず、大変残

む会、
カメラの会です。両方とも本当に良い会ですか

念です。
また、
クラブの運営その他に関し、多々不十分

ら、
この会が継続され、
より多くの会員の参加されるこ

な点や不手際があった点につきまして、
お詫びすると

とを願っています。

共に頂戴した貴重なご意見、御指導に感謝申し上げ
ます。
なお、十分引継ぎをしておりますので、山本（英）次

1年間幹事をさせていただき、充実したロータリー
ライフを過ごせたと感謝します。本当に皆さんありが
とうございました。

「退任挨拶（SAA）
」

今回、私が会長の大役を務めることになったのです
小林正啓会員

が、本年度は、伝統を重んじ安定感と緊張感と調和の

おかげさまで1年間、致命的な

あるクラブを目指したクラブ運営に努めたいと考えて

ミスはなく過ごせましたが、段取

いますので、
ご協力よろしくお願いいたします。

りを間違えて卓話の時間に大き
く食い込んだり、会員の名前を呼
び間違えたり、
といったミスは多数ありました。そのた

「就任挨拶（副会長）」
中谷徹雄会員

びに寛容の精神をもって許してくださった会員の皆様

山本年度の副会長・クラブ奉

に、
御礼を申し上げます。

仕・クラブ管理運営委員会委員

当年度のSAAの試みとしては、
まず、誕生日と結婚

長を拝命しました中谷徹雄です。

記念日のニコニコをシルクハットに入れていただく、
と

どうぞよろしくお願い致します。
ク

いうことを行いました。
これは、
お祝い事のある会員だ
けが、ニコニコを事実上強制されることはいかがなも
という発想から行ったものです。任意のニコニコ
のか、
になるので、目標額集まるか不安でしたが、見事に昨
年度以前の水準を確保できました。
この場を借りて

ラブ奉仕・クラブ管理運営委員会の所属クラブは、規
定・情報、選考・分類、会員増強、親睦・出席、
プログラ
ム、
クラブ会報、雑誌・広報と７つの委員会がありま
す。各委員会がスムーズに、立案・検討・実施が出来る
ようバックアップに努めます。
また、山本会長の足を

御礼を申し上げます。
1年間、高い席に座り、
ロータリークラブのことを、高
所から考えるようになりました。その中で、最も懸念さ
れるのは会員減少と、それに伴う財政難です。
日本の
ロータリークラブは、最もマクロな要因としては少子
化、次の要因としては、会員の主たる給源である中小

引っ張らぬようにクラブ運営のサポートを致します。各
委員会は過去を参考に、新しい考えを取り入れ、
それ
ぞれの事業を刷新していただければと思っています。
1年間の長丁場、会員の皆様方のご支援、
ご理解、
ご
協力をよろしくお願い致します。

企業の二世、三世会員層の劇的な縮小、
という問題に
さらされており、
このままでは衰退必至と考えます。
そろそろ、会員の在り方を、抜本的に見直すべきとき
が近づいているのではないかと考えます。

「就任挨拶（幹事）」
三宅善太郎会員
この度幹事に就任致しました
三宅です。入会6年目の経験浅い

７月７日 ＜第１例会＞

卓 話
「就任挨拶（会長）」

私にどこまで務まるのか自分でも
心配しております。
しかしながら
引き受けた以上は精一杯務めさせて頂きたいと思い

山本英樹会員

ます。副幹事を1年間経験し、理事会にも出席させて

私がロータリーに入会させて

頂いてクラブの事が少しわかりかけてきた気も致しま

いただいてから、22年が経過い

すが、100年を超えるロータリーの歴史、我がクラブの

たしましたが、私にとっては大阪

半世紀にわたる歩みを思いますと、
まだまだ勉強させ

城南ロータリークラブは、当時の

て頂く事が沢山あろうかと思います。私なりに今年の

ままであり新鮮であります。

目標を掲げますれば、
クラブの活性化に貢献する、50

これは、歴代会長をはじめすべての構成メンバー

周年に向けた取組みに貢献する、次年度幹事の岡部

が、大阪城南ロータリークラブが好きで、
クラブの伝統

（倫）
さんに上手くバトンを引き継ぐ、
ことを考えており

を大切に守ってきたからだと考えます。
よき伝統という

ます。少しでも皆様のお役に立てるように気をつけて

ものはこのような中から生まれるのではないでしょうか。

参りますので、
ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

〈 4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真実かどうか

みんなに公平か

「就任挨拶（SAA）」
村上武史会員

好意と友情を深めるか

にこにこ箱
７月７日（第１例会）

尾﨑前年度を踏襲し、明るく楽
しい例会づくりに努めます。
また、
山本年度の価値を上げる為、
先輩
方々にアドバイスを頂き、原点回
帰の内に良いモノを見い出して
例会に役立てたいと思っております。
誕生日と結婚記念日のニコニコについては前年度
を踏襲し、同じ第１例会日にシルクハットを回したいと
思いますが、折衷案として今迄のようにご本人様にも
一部金額を明示し、元のようにニコニコのご協力を
お願いしたいと思っています。
私自身、
山本年度と例会運営に役立つことと言えば、
食べることが好きなので例会における食事の内容を
吟味することで何か出来ないだろうかと思っています。
もちろんこれは予算とシェラトン都ホテル大阪さん
のご協力無しには出来ないことなのですが、幸いにも
当会員には歴代、都ホテルの総支配人が所属されて
います。上町の和食・四川の中華というように、より
季節、催し・祭事を十分に反映して貰える実力が有る
と思いますので、内容を高めていきたいと思っており
ますので、皆様ご協力の程よろしくお願いします。

「就任挨拶（会計）」
濱田由弘会員
2017年〜2018年度の会計を
拝命しました濱田でございます。
会計は任期2年ですので今期
で2年目です、今年度も見直せる
事は見直していき50周年に向け
て準備出来るものはしていき、会員の皆様よりお預か
りしている会費とニコニコを有効に活用出来るよう
にしていきたいと思っております。皆様、
ご理解の上

・末𠮷ガバナー補佐、
ようこそお越し下さいま
した。
ありがとうございます。山本（英）丸本日
出帆です。一年間よろしくお願いいたします。
尾﨑会員
・一年間宜しくお願い致します。末𠮷ガバナー
補佐をお迎えして。一年間ご指導宜しくお願
いします。
山本
（英）会員
・末𠮷ガバナー補佐、一年間よろしくご指導の
程を。
岡部（泰）
会員
・末𠮷ガバナー補佐、
ようこそお越しいただき
ました。
山本（英）丸の出港を祈念して。
境会員
・山本会長今期スタートを祝し、活躍に期待、
健闘を祈ります。
末 𠮷ガバナー補 佐のクラブ 訪 問を歓 迎 。
一年の長丁場、健康に留意して頑張って下
さい。
畑田会員
・末𠮷ガバナー補佐、一年間よろしくお願いし
ます。
写真も有難うございます。
山本会長、一年間よろしく。今井さん有難う
ございました。
南賀会員
・末𠮷ガバナー補佐、
ようこそお越し下さいま
した。
三宅会員
・尾﨑前会長、お疲れさま様でした。山本会
長、
ご活躍を祈ります。
今岡会員
・山本（英）丸、無事の航海を祈る。
佐伯会員
・尾﨑丸、一年間ご苦労様でした。
山本（英）丸、
これから一年頑張って下さい。
岡部（泰）会員
・尾﨑さんお疲れ様。
山本（英）
さんよろしく。
上会員
・なれない副会長を拝命いたしました。今年
一年ご支援、
ご協力宜しくお願いします。
中谷（徹）会員
・一年間よろしくお願い致します。 三宅会員
・幹事退任バッヂをいただき、
ありがとうござ
いました。
村上（泰）会員
・前人未到、オール皆勤36回、
しかしロータ
リー莫迦にならないように注意します。
岡本会員
・新年度を迎えて心新たに。
西村会員
・今年度会報委員会がんばります。皆様のご
協力よろしくお願い致します。
会報委員一同
・お祝い、
その他 計34件

▲

ご指導、
ご協力宜しくお願い致します。

みんなのためになるかどうか

ホームクラブ
連続皆出席100回・畑田会員

！
会員増強にご協力を！

（ 編集担当 浅井・宮田）

