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青少年奉仕月間

皆さんこんにちは。本日は、国際ロータリー第
2660地区IM第3組の本年度ガバナー補佐の森本
匡昭様、次年度のガバナー補佐の塩谷眞治様をお
迎えしての例会です。
ガバナー補佐の森本様は、以前当クラブと同じ太
閤園を例会場にされていた大阪城北ロータリーの
会員でいらっしゃいます。また、ガバナー補佐エレク
トの塩谷様は大阪東ロータリークラブの会員でい
らっしゃいます。窓から大阪城が見える当クラブの
新しい例会場は如何でしょうか。
ところで、本年度の当クラブの活動ですが、コロ
ナ禍による影響が大きく、１月から３月までの例会
が休会になり、４月になって例会を再開したところ
です。４月５日の例会再会時には、会員間で「明け
ましておめでとうございます」との挨拶が交わされ

ていたような状況です。
当クラブは、2023‐24年度にIM第3組のロー
タリーデーのホストを務めることになっており、
先日、その準備委員会を立ち上げたところでござ
います。以前、IM第3組の会長幹事会の燦々会
の折に、ロータリーデーのことが気になって、森
本様に2023‐24年度はうちのクラブがホストで
すか、と尋ねましたら、その通り間違いありませ
ん、と教えてくださいました。森本様と塩谷様に
は、このロータリーデーのご指導も仰がなければ
ならないと思っております。
森本様には本日卓話をお願いしておりますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。

君が代・四つのテスト さくら

〈第1748回〉 2022年5月10日（火） 本年度第33回

担当： 源青少年奉仕委員長担当： 津野会長エレクト
クラブフォーラム（青少年奉仕部門）次年度会長方針

5月17日（火）

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために



新型コロナウイルス感染症の為に例会が少なく皆
様に寄付のお願いをする機会がございませんでし
た。残り少ない例会と今後レートが高くなる予想が
ありますので今月であればレートは122円/１ドルと
なっています。
是非、今月中にご寄附をお願い致します。

水 間 会 員 発会員、小生のみならず嫁さんにも
ジャンパー、Tシャツを頂きました。
有難うございました。

稲 垣 会 員 カイツブリ会、皆様の参加をお待ち
してます。

中 村 会 員 森本ガバナー補佐、塩谷ガバナー補
佐エレクトのご来訪を歓迎して！！

濃 添 会 員 森本ガバナー補佐、ありがとうござ
います。

清 水 会 員 ガバナー補佐、及び補佐エレクトを
歓迎して。

山 崎 会 員 森本ガバナー補佐、塩谷ガバナー補
佐エレクト　ようこそお越しいただ
きました。よろしくご指導のほどお願
い申し上げます。

菊 井 会 員 森本ガバナー補佐、塩谷ガバナー補
佐エレクトのご来訪を歓迎いたしま
す。

田中（信）会員 森本ガバナー補佐の訪問を歓迎致
します。よろしく御指導下さい。

水 間 会 員 森本ガバナー補佐、塩谷ガバナー補
佐エレクト、ようこそいらっしゃいま
した。いろいろとお教え下さいます
ようお願い申し上げます。

￥30,000.-　　累計　￥373,500.-

￥2,000.-　　　　累計　￥48,000.-

委員長　田中　信明ロータリー財団委員会報告

1.次週４月２６日は祝日週の為休会です。
2.先週配布致しました、現委員会活動報告書の提出
期限が４月２８日までですのでよろしくお願いい
たします。

4月19日【1747回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除  11名）

出席会員   13名中  8名

出席免除会員  11名中  7名

休止会員　　　   4名 

出 席 率 19/22  75.00%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 2名

出席総数　　　　 17名

前々回  10/26  Ｍ/Ｕ1名

修正出席率  181.82%

幹事報告 幹事：須田 幸史朗

清水　正憲 
田中　信明

濃添　敬造

5月1日 山川　景子、　5月3日   広瀬　芳和
5月5日 秀島　博規、　5月6日   田中　信明  

5月17日  中村　浩一、　5月23日  山川　景子　

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

25年 谷　康平
7年 山川　景子

◆在籍年数



（4ページへ続く）

私は、ＲI２６６０地区IM第３組の本年度ガバ
ナー補佐を拝命しております、大阪城北ＲC所属の
森本匡昭です。どうぞ宜しくお願い致します。
例会時の貴重なお時間を頂戴いたしまして誠に
ありがとうございます。
一昨年からの新型コロナウィルスの感染拡大によ

り、様々な交流・活動が制限されている中、私たちの
計画も大変な影響を受けています。
しかしながらそのような中に於きまして今年度は
２年ぶりに守口RCをホストクラブとしてロータリー
デーを３月５日に開催することが出来ました。　大
阪鶴見RCの皆様にもご協力並びにご視聴頂きまし
てありがとうございました。

改めまして今年度、吉川秀隆ガバナーの年次目標
ですが、

又　ＲI重点分野の内、５．「教育の支援」に重点
を置きたいと言われいます。

今年度のＩＭ各組のロータリーデーのテーマに
つきまして
ＩＭ第３組『子供や青少年の健やかな成長に向
けロータリーとして何ができるか』
ＩＭ第４組『世界にふれよう　私たちが出来る子
供たちのエンパワメント』
ＩM第２組『苦難の時代を生き抜いた近江商人
に学ぶ』
ＩM第６組『多様性社会の実現　つながりの中
でどう生きる』
ＩＭ第５組『今　地球で起こっていることと、その
備え』

と、各組にて実施し、実施予定となっています。

ロータリー賞について重ねてのお願いをいたしま
す。
今年度も残す期間は少なくなりましたが、貴クラ
ブに於かれましても是非とも目標を達成されロータ
リー賞を獲得されます様お願い申し上げます。
ここ１～２年の統計ではロータリー賞の獲得クラ
ブは会員増強にも好結果となっています。

又RI２６６０地区のホームページには「お知ら
せ」欄に地区内の各クラブの活動案内・報告が掲載
されています。

ここでいくつかをご紹介させて頂きますと、

卓 話

担当： 会員
森本ガバナー補佐訪問

１．ポリオ撲滅への協力をお願いします。
２．ロータリー賞の受賞を目指してください。
３．ＲＣ財団と米山記念奨学会への協力をお願い   
します。

４．会員基盤を増強してください。
５．ロータリーＩＴ化への協力と公共イメージ向上
へのチャレンジをお願いします。

６．戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョンを

１．ポリオ撲滅への協力をお願いします。
２．ロータリー賞の受賞を目指してください。
３．ＲＣ財団と米山記念奨学会への協力をお願い
します。

４．会員基盤を増強してください。
５．ロータリーＩＴ化への協力と公共イメージ向上
へのチャレンジをお願いします。

　６．戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョ定し
策定してください。

７．地区大会・地区事業への積極的参加をお願いし
ます。

８．地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財務
ルールの徹底を図ります。

１．IM第３組　交野RC　２１年１２月２７日　テ
レビ会議システム贈呈

　　　ロータリー財団補助金を活用し、交野市４中
校区小中学校へ『テレビ会議システム』を寄贈さ



担当：菊井会員

　　ました。
　　「おしらせ」に掲載はありませんが、交野ＲC の
地域社会活動といたしまして交野市の天野川　
『交野名勝鮎返しの滝』道案内柱・看板を設置さ
れています。

２．大阪中之島R C 　２２年２月２５日　医療用マ
スク寄贈

　　　R I５３２１地区ガバナー　D E N N I S 様より、
台北福齢R C ・大阪中之島R C を通して当ＲI２６
６０地区吉川ガバナーへ　「医療従事者の方へ
役立ててほしい」と医療用マスク寄贈の人道的
奉仕のお話を頂き大阪府医師会へ、ご寄贈いた
だいた医療用マスク１２万枚の贈呈式を執り
行った。

３．大阪城東R C 　２２年３月１９日　頑張ってい
る中学生吹奏楽部を応援する

　　社会奉仕活動として出前授業を行った学校で
の先生方との懇談中に、生徒の皆さんの活動が
制約・自粛をされている現状を伺う中、何か交流
や支援ができないかと思考を重ね、「地域に活
力を」「頑張っている中学校吹奏楽部を応援す
る」の開催に至ることができた。　大阪城公園駅

　 園駅近くの「住友生命いずみホール」において大
阪市立４つの中学校吹奏楽部の演奏会を実施
された。

ここに紹介いたしましたのはほんの一例です。順
次お知らせページは更新されますのでご覧いただ
ければと存じます。

M Y 　ＲＯＴＡＲＹへの会員皆様の登録のお願
いです。
貴クラブにおかれましては７５％の登録率（３月
現在）となっています。あと数名のご登録をお願い
いたします。
M Y 　ＲＯＴＡＲＹ「ニュース・特集記事」に【ウ
クライナに医療物資を届けるために大陸を超えて
ロータリークラブが結束】との記事が掲載されてい
ます。
貴クラブは、２０２３―２４年度IM 第３組ロー
タリーデーのホストクラブとなっておりますのでご
確認の程宜しくお願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。
貴クラブの益々の発展と会員皆様の事業の隆盛・
健康を祈念申し上げましてご挨拶に代えさせてい
ただきます。

本日のロータリーソング
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