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会長：濃添　敬造PRESIDENT INFORMATION
会長インフォメーション

事務所：〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目2番22号
　　　　ホテルモントレ　ラ・スール大阪
電話：06-6937-8171 ファックス：06-6937-8011
例会日：毎週火曜日　12時30分／例会場：ホテルモントレ ラ・スール大阪
会長：鳥居和久／幹事：須田幸史朗／SAA：山本 隆一
電子メール：rcosatrm@cf.mbn.or.jp
ホームページ：https://rc-osaka-tsurumi.jp/

大阪鶴見ロータリークラブテーマ 「 心機一転　Turn over a new leaf=新しいページをめくる 」

Serve To Change Lives  奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

いよいよ本年度最終例会となりました。まだ蔓延防止等
措置期間ではありますが、新規感染者数は下降傾向が続
いており、なおかつ太閤園での最後の例会ということで記
憶に残る例会となりました。
まずはコロナ禍において、結果として本年度の 3分の一
の例会を休会とせざるを得なかったことに、率直にお詫び
をいたします。
本年度を振り返ってみますと、奉仕事業につきましては、

サツマイモプロジェクトについては、収穫イベントがコロナ
対策を考慮した上で、一般の方も参加し行うことができま
した。日本語作文コンクールも例年通りの事業ができまし
た。参加の留学生は新入留学生が入国できない中、逆に
帰国できない留学生の参加を得て非常にレベルの高いコ
ンクールとなりました。
一方鶴見区民まつりは、コロナ禍で中止となり、当初、企
画していただいていた外部団体との連携による、新しい運
営企画がとん挫したことは残念でした。それに代わる企画
として、ひとり親世帯の貧困にあえぐ子供たちを応援する

企画の端緒ができました。今後継続して何ができるかが
課題となります。
奉仕事業は何とか形ができましたが、会員の親睦に目

を移すと、夜はもちろん昼の例会も休会を余儀なくされ、
当初はリアル例会の補助としてのハイブリット例会を試
行しましたが、音声の問題等で、会場参加者とリモート参
加者の格差が浮き彫りとなりました。その後、幹事はじめ
皆様の猛研究のおかげでスムースなリモート例会がで
きるようになりました。リモート例会は、親睦という意味
ではむつかしかったのですが、スケジュール消化という
意味では効果を発揮しました。リアル例会もいろいろな
制約等の中で、皆様にお骨折りをいただきました。また
突然の太閤園さんの閉鎖に遭遇し、ホテルモントレへの
変更につきましては、移転プロジェクトの皆様および事
務局に大変ご苦労をいただきました。
未知との遭遇の一年でしたが、皆様のご支援とご協力

で何とか本日を迎えることができました。ありがとうござ
いました。

君が代・四つのテスト 雨ふりお月

〈第1716回〉 2021年7月6日（火） 本年度第1回

担当： 発会員担当：理事・役員

クラブフォーラム
クラブ奉仕部門

理事・役員就任挨拶

7月13日（火）

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために



秀 島 会 員 次回は京橋モントレですね！
おたっしゃで～

小 山 会 員 理事・役員の皆様、コロナ禍の中を1年間
有難うございました。した。会員の皆様永
らく有難うございました。心より御礼申し上
げます。

水 間 会 員 太閤園のスタッフの皆さん、永い間いろい
ろと有難うございました。お別れするのが
本当に残念です。又どこかでお会いするの
を楽しみにしています。

中 村 会 員 濃添会長、吉羽幹事　コロナ禍の中御苦
労様でした。本当におつかれ様でした。吉
羽幹事の御努力に感謝！！

津 野 会 員 いよいよ最終例会です。太閤園様、本当に
ありがとうございました。濃添会長、吉羽幹
事　お疲れ様でした。皆様ありがとうござ
いました。

山 崎 会 員 濃添会長、吉羽幹事　理事役員の皆様お
世話になりました。有難うございました。

中 森 会 員 いつもありがとうございます
さようなら太閤園　短い間でしたがすてき
な場所でした。

田中（信）会員 太閤園での例会最期です。担当の皆様あ
りがとうございました。来期は新しい会場
で元気よくお会い致しましょう。太閤園の
皆様ありがとうございました。

稲 垣 会 員 太閤園さん長らくありがとうございました。

秀 島 会 員 僕はどんどん海外旅行に行ってますよ！
Travel DXかVRトリッパーです。検索して
下さい。

稲 垣 会 員 留学生の皆さま　頑張って下さい。

鳥 居 会 員 太閤園様　ありがとうございました。

西 野 会 員 長期欠席おわび

濃 添 会 員 一年間ありがとうございました。

菊 井 会 員 本日は太閤園最後の例会ですね。太閤園
さん有難う。

￥64,000.-　　累計　￥389,000.- ￥21,000.-　　　　累計　￥114,000.-

次年度の増強に注力していこうと思い、若手中心に
声をかけてもらうようお伝えしています。
次年度15名増で考えていますので、皆さんご協力よ

ろしくお願いいたします。

6月29日【1715回】

会員数　 　 　 　 29名
（内出席規定免除 11名）
出席会員   18名中  13名
（内オンライン参加   0名）
出席免除会員  11名中  8名
（内オンライン参加  0名）
出 席 率 21/26  80.77%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 21名

前々回  5/11  Ｍ/Ｕ 2名

修正出席率 24/31 76.00%

次年度増強のお願い 発　剛士
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7月   6日　田中　英司 、　7月  9日 大草　　修

7月21日　山崎　修一 、　7月27日 濃添　敬造

なし

7月1日 水間　頼孝 、　 7月27日 濃添　敬造

7月1日 津野　友邦 、　 7月16日 秀島　博規 

各会員

◆誕生日

◆結婚記念日

水口　敦司  ・ 濃添　敬造  ・ 田中　信明  ・ 鳥居　和久

吉羽　潤司

◆1年間皆出席

◆事業所創立日

◆ホームクラブ10回連続賞

8年　濃添　敬造

◆在籍年数
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理事・役員就任挨拶

「教育の支援」もロータリーの重点課題の一つで、「経
済的に困っている子供たちに支援の手を」が重点施策
になっています。
７人に1人が相対的困窮層といわれ、コロナ禍によっ

てさらに困窮が増大するでしょう。
当クラブは、前年度にNPO法人を通じて、経済的にも
厳しい状況に置かれている孤立した親子らにサポート
を始めました。
2021-2022年度は、このサポートをさらに充実でき
ればと思っています。

（4ページに続く）

担当：理事・役員

卓 話

会長 濃添　敬造

副会長は、会長不在の場合の会長職の代行が主な
仕事ですが、幸い、濃添会長が ご健康で熱心に会長職
を務めて下さいましたので、私の出番は「なし」に済み
ました。
また、副会長のもう一つの重要な役割に「クラブ奉仕
委員会委員長」がありますが、こちらは、コロナ禍のた
め、例会も十分に開くことができなかったため、私自身
は何もできませんでした。
しかし、会長、幹事そして親睦委員会をはじめとする 
皆様のご尽力で、太閤園の「おせち」や記念の例会など
太閤園での最後の年度を飾るにふさわしい諸企画を
実現して頂くことができました。関係各位のご尽力に心
から敬意と感謝を申し上げて、退任のご挨拶とさせて
頂きます。

この一年、会長エレクトとしての仕事は何もしなかっ
たように思います。コロナ禍での例会を、リアルでやる
のか、リモートでやるのか、いろんな意見がある中、濃
添会長、吉羽幹事は大変良く纏められました。感謝で
す。新年度は、例会場も変わりますが、引き続き皆様の
ご協力をよろしくお願いいたします。

副会長 清水　正憲

コロナ禍にて当初計画していた活動の多くが実行で
きず、終わってみれば、例会を開催すべきか？否か の
議論に終始した年度だったなぁという印象です。ただ、
其々の主張が決して交わる事のなかった議論におい
て、各々に筋の通った考え方に触れることも、ロータ

論に終始した年度だったなぁという印象です。ただ、
其々の主張が決して交わる事のなかった議論におい
て、各々に筋の通った考え方に触れることも、ロータ
リーって何なんだろう？と深く考える機会になりました。
私なりの反省点としては、休会にしていた期間は、休
会とはせず、リモート例会をもっと早くから開催していた
方が良かったと個人的に思う点と、新入会員の退会を
防ぐ為にやるべき事があったと自省する次第です。
その他執行部を経験させて頂き、規定に従って粛々と
組織を運営していく手法こそ皆の納得性を高める為に
有効であるという事が元来いい加減な私には勉強にな
りました。
最後に異常な年度の運営の大変さの中で、規定や会
報の面でのサポート、またリモート例会開催の準備や片
付けにご協力頂きました会員の方々には、大変助かりま
した事を御礼申し上げます。

今年度はコロナで活動がほとんどなく、予算もつかう
ことがありませんでした。
次年度、コロナが落ち着き通常の活動ができるように

なりますように。
会長幹事、理事役員の皆様1年間お疲れ様でした。

幹事 吉羽　潤司

会計 源　壽美子

本年度は新型コロナウイルスの流行の為、活動の中
止が多くなりました。 水口副委員長にはいろいろと計画
して頂きましたが実現出来ず残念でした。
次年度は例会場も「ホテルモントレ ラ・スール大阪」

に移転されますの で本年度の計画を次年度に活かして
頂きたいと思います。
一年間ほとんど活動も出来ず申し訳ありませんでし

た。

青少年奉仕担当理事　 田中　信明

近年「職業奉仕」の意義について世界的な規模につ
いて議論されています。世界の趨勢は日本のRCで考え
られてきた「職業奉仕」の意義と変わってきているようで
す。しかし、江戸時代からの教え、例えば近江商人の「三
方よし」などの商道徳が根底にある日本で培われてきた
「職業奉仕」の意義は、揺るがしてはならない基本理念
だと私は考えています。
本年度は新型コロナ禍のため満足な例会や委員会活
動が殆どできなかった中、「職業奉仕」委員会では、「職
業奉仕」活動の１番目に挙げられるべき「職業奉仕」の
卓話を持つことができました。この卓話を利用して新型
コロナ禍の期間に「職業奉仕」に関する知識を蓄え、皆
様方個々人で「自分づくり」のための研鑽と努力を重ね
ていただきたいと思います。新型コロナ禍の期間が明け
た時には、「内なる人づくり」から「外なる人づくり」へと
広げていただきたいと思います。

職業奉仕担当理事　 菊井　康夫

会長エレクト 鳥居　和久



担当：山崎会員

本年度はコロナ禍の中での国際奉仕の「あり方」につ
いて考えていこうと思っておりましたが、活動できない

本年度はコロナ禍の中での国際奉仕の「あり方」につ
いて考えていこうと思っておりましたが、活動できない
のはやむを得ないとしても、ずるずると「あり方」検討す
ることもなく1年を終えてしましました。
申し訳ありませんでした。
次年度は出席親睦委員長を仰せつかっております。
次年度しっかり務めたいと思っております。
ありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、この1年
間、長期計画委員会はあまり活動をしておりませんでし
た。
長期にわたり活動する為にはマンパワーが必要と
思っておりますので、会員増強委員会とも協力して会員
増強、そして、長期にわたり活動できるようなビジョンを
次回の委員長にたくしたいと思っております。

国際奉仕担当理事　 津野　友邦

長期計画担当理事　 大草　　修

一年を振り返って、サツマイモプロジェクトぐらいしか
出来ず残念でした。
また、副委員長や幹事には大変お世話になりました。
ありがとうございました。
濃添会長はコロナ禍の中大変御苦労様でした。
ありがとうございました。

社会奉仕担当理事　 広瀬　芳和

コロナ禍で始まりコロナ禍で終了した1年でした。役
割分担表を作成しスタート致しましたが、休会が多くＳ
ＡＡとしては十分な活動が出来ませんでした。ズーム例
会開催になった際は、担当の会員には慣れない活動を
していただき進行に協力が出来たと思っております。
アナログ人間の私にはとても助かりました。その月を
担当頂いた、菊井会員、山本会員には感謝致します。申
し送り事項に付きましては、全く実施できませんでした。
例会進行には吉羽幹事、水口会員のご協力に感謝いた
します。吉羽幹事抜きでは例会が成立できなかったと
思っております。会員の皆様には何かとご協力を頂き感
謝いたします。有難うございました。

SAA担当理事　 中村　浩一
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