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母子の健康月間

皆さん　こんにちは。お変わりございませんでし
たでしょうか。クリスマス例会以来の例会です。明
けましておめでとうございますとのご挨拶も聞かれ
ました。３か月間もの長い間、休会にご協力いただ
きました、皆様方に深く感謝申し上げます。またぞ
ろ、第７波に入っているとも言われていますが、休
会はもうこりごりです。
もう４月で大阪城の満開の桜がこの会場から綺
麗に見えています。コロナ禍を言い訳にして、何も
せずに、残り３か月という終盤になっていました。残
り３か月の間に何か一つでも楽しいイベントができ
ればと考え、親睦委員長の津野さんに企画をお願
いしましたので、楽しみにお待ちいただければと思
います。
さて、阪神タイガースは開幕９連敗というセリー

グ新記録を樹立して、今日、甲子園で開幕を迎え
ます。私もそんな記念すべき開幕の甲子園に行く
ことになっています。阪神の９連敗が話題になっ
ている日本は、平和で本当に幸せだなとつくづく
思います。
それに引き換えウクライナから伝えられる悲惨
な状況は何なんでしょうか。ロシアを非難するだ
けでいいんでしょうか。要するに他人事で、自分
のところに飛び火しては大変ということでしょう
か。日本だって、ロシア、北朝鮮からミサイルが飛
んできても誰も助けてくれないのではないかと思
うと、怖くてどうしようもない気になってきます。
平和というありがたさを感じながら、残りの例
会を楽しんでいただけるように考えておりますの
で、何卒、よろしくお願いいたします。

われらがロータリー さくら
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担当： 会員担当： 津野会長エレクト
ガバナー補佐訪問次年度年間スケジュールについて

4月19日（火）

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために



去る３月15日に日本語作文コンクールの表彰式
を大阪日本語教育センターにて行い、鳥居会長、須
田幹事、吉羽の３名で出席して参りました。上級、中
級、初級の各部門の最優秀賞、優秀賞の表彰、上級
部門最優秀作品の朗読の後、日本学生支援機構より
長年に亘る外国人留学生支援に対してという事で、
感謝状を頂きました。
留学生数は例年平均150名のところ昨年度はコロ
ナ禍の影響にて80名。今期も80名程の見込みです
が、新年度開始時から日本にいる点が昨年度と違う
ようです。
また今回取り纏めをした中で感じた事として、日本
語作文コンクールの審査を例会内にて行えば、活動
が会員の全員参加に繋がることと、審議の結果とし
て最優秀賞を決めることに繋がり良いのではないか

去る３月15日に日本語作文コンクールの表彰式
を大阪日本語教育センターにて行い、鳥居会長、須
田幹事、吉羽の３名で出席して参りました。上級、中
級、初級の各部門の最優秀賞、優秀賞の表彰、上級
部門最優秀作品の朗読の後、日本学生支援機構より
長年に亘る外国人留学生支援に対してという事で、
感謝状を頂きました。
留学生数は例年平均150名のところ昨年度はコロ
ナ禍の影響にて80名。今期も80名程の見込みです
が、新年度開始時から日本にいる点が昨年度と違う
ようです。
また今回取り纏めをした中で感じた事として、日本
語作文コンクールの審査を例会内にて行えば、活動
が会員の全員参加に繋がることと、審議の結果とし
て最優秀賞を決めることに繋がり良いのではないか
と思いました。
この度、快く審査を担って頂いた皆様、準備にご協
力頂いた皆様、ありがとうございました。

西 野 会 員 長期休会
今日より例会始まった。楽しくなりま
した。

秀 島 会 員 お久しぶりです。

稲 垣 会 員 皆さま、ごぶさたです。
今年の新入社員12名が入り研修中
です。

中 村 会 員 皆様お久し振りです。
35年在籍賞　有難うございました。

山 崎 会 員 皆様　あけましておめでとうござい
ます。やっとですね。これ以上、休会
にならないことを祈ります！！

田中（信）会員 久し振りの例会で皆さんとお会い出
来て喜んでいます。

菊 井 会 員 皆さん　おひさしぶりです。

水 間 会 員 皆様、本当に本当にお久し振りです
お元気な皆様の笑顔とお会いでき
て嬉しいです。阪神タイガースは
オープン戦とはいえ9連敗は悲しい
です。明日嫁さんと甲子園に行って
きます。

上記準備委員会第1回を理事会終了後に行います。
委員のメンバーの皆様、ご出席いただきますようよろ

しくお願いいたします。

￥27,000.-　　累計　￥279,500.-

￥5,000.-　　　　累計　￥32,000.-

委員長　山崎　修一IM3組RD準備委員会

委員長　吉羽　潤司国際奉仕委員会報告

1.年間スケジュールが若干変更がございます。
　第３回クラブアッセンブリーはいつも、ガバナー
補佐訪問に合わせて行っていましたが、今年は例
年より早く４月１９日に予定されており、それで
は早いとの事で５月に延期になりました。
　本日の理事会で承認を頂いてから再度皆様にお
渡します。 

2.月報にも掲載しましたが会場変更に伴い例会プラ
ンの値上げに伴いまして、ビジター費が４７００
円に上がりました。よろしくお願いします。 

１．次年度委員会構成について、承認頂きました。中
森会員の役割については今後検討します。 

２．次年度主要年間行事及び卓話担当について、夜
例会の開催について会員の方々の意見を聞くこと
となりました。

次年度幹事報告 副幹事：稲垣 良二

幹事報告 幹事：須田 幸史朗



担当：菊井会員

今年度の国際奉仕活動として、国際交流基金運
営委員会に活動費10万円を充当することを報告い
たします。その意図・背景としては、数年来、日本語
作文コンクールの実施費用が国際交流基金からの
持ち出しの状況が続いていること、コロナ禍におけ
る国際奉仕活動として、日本国内で実施できる国際
奉仕活動が地区内にて紹介されていることを鑑み、
当クラブが実施している日本語作文コンクールは十
分立派な国際奉仕たりえるので、国際奉仕活動とし
て委員会費から開催費用を支援しようと考え、理事
会にて提案・承認されました。
それも踏まえて、今回のクラブフォーラムでは、下
記の案について会員の皆様の意見を伺いました。

今月の表彰とお祝い

秀島　博規

なし

4月1日 発　　剛士、　　4月1日 菊井　康夫

4月1日 水間　頼孝、　　4月1日 清水　正憲

4月1日 水野　靖彦

各会員

◆誕生日

◆結婚記念日

◆事業所創立日

◆ホームクラブ10回連続賞

なし

◆在籍年数

・日本語作文コンクールを国際奉仕活動としてはど
うか？
・日本語作文コンクールの活動を広げ、横堤中学校
の生徒にも審査に参加してもらえば、中学生が作
文を読む事が国際的な視野・刺激を、審査をする
経験が良い学びを与え、青少年奉仕につなげるこ
とができるのではないか？

   という案です。こう考えた背景として

・実質的な国際奉仕活動が数年来できていない。
・会員減少による予算・人員の芳しくない状況にて、
奉仕活動をどのように続けていくべきか？人員配
置面においても国際交流基金運営委員会と国際
奉仕委員会をまとめていけるのではないか？
・横堤中学校との関わりを継続する活動となるので
はないか？

・国際奉仕委員会と国際交流基金運営委員会の活
動を同じくすることには概ね賛成の意見が多かっ
た。
・日本語作文コンクールは良い活動なので継続して
いきたい。

・国際奉仕委員会と国際交流基金運営委員会の活
動を同じくすることには概ね賛成の意見が多かっ
た。
・日本語作文コンクールは良い活動なので継続して
いきたい。
・過去にも作文コンクール以外の活動を何度か考
えたが、それに代わる良い活動が思いつかなかっ
た経緯がある。
・国際交流基金のあり方を考えるべき
・クラブの実力に応じて、活動の取捨選択をすべき
・規模の小さいクラブでもすべての部門の奉仕活動
をやらなくてはいけないのか？
・中学生に生の国際的な体験として、留学生と関わ
れるような場を提供するような青少年奉仕活動は
良い。
・当クラブの全ての奉仕活動をゼロベースで考え直
したい。

・大阪日本語教育センターの留学生は、比較的恵ま
れた層であり、もっと本当に支援すべき人達が国
際奉仕においてもあるはずだ。

これに対する会員の皆様のご意見として、

といった意見を頂きました。
　皆様より頂いた貴重なご意見を踏まえて、今後
の活動の参考にさせて頂きます。

4月5日【1745回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除  11名）

出席会員   13名中  9名

出席免除会員  11名中  8名

休止会員　　　   4名 

出 席 率 19/22  80.95%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 17名

前々回  12/14  Ｍ/Ｕ4名

修 正 出 席 率 1 9 0 . 9 1 %

卓 話

担当： 吉羽国際奉仕担当理事

クラブフォーラム　国際奉仕部門

4月  5日  津野　友邦、　4月   8日 清水　正憲 

4月26日  菊井　康夫、　4月29日 須田幸史朗 




