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会長インフォメーション
PRESIDENT INFORMATION

会長：鳥居 和久

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：津野友邦／幹事：稲垣良二／SAA：須田幸史朗
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 「 クラブ存続のための会員増強～次の10年に向けて～」

イマジン　ロータリー

皆さんこんにちは。本日が本年度の最終例会です。
退任のご挨拶は後程させていただきます。

皆さんは、アマゾン  「アレクサ」をご存知でしょう
か？
「アレクサ」とは、アマゾンが開発したインターネッ
ト上の音声解析サービスのことです。
「アレクサ」とスマートスピーカに話しかけると、音
楽の再生、天気のチェック、テレビ、エアコンや照明
の操作など様々なことができます。手が離せないと
きでも、リモコンを探したり、スイッチを押したりする
必要がありません。スマホが見当たらないときには、
「アレクサ、和久に電話して」というとスマホが鳴りま
すので、簡単に見つけられます。
一時、テレビ CM でよくやっていました。その時は

必要ないと思っていましたが、古希の祝いに子供
たちからディスプレイ付のスマートスピーカをプレ
ゼントされました。
「アレクサ、〇〇に連絡して」と言うと、息子のス
マホにこちらの様子が映し出されます。このため、
シニアの見守りサービスとして利用できますので、
今のうちに慣れておいてね、ということだなと理解
しました。
同様のサービスは、アップルの「Hey Siri」, 
Google の「OK, Google」などがありますので、皆さ
んも試してみてはどうですか？それなりに便利で楽
しいものです。

君が代・四つのテスト いのちのうた

〈第1756回〉 2022年7月5日（火） 本年度第1回

担当： 山本会員担当：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12日（火）

イマジンロータリー



1.本日は特にお伝えすることはございません。
　先日、拝見した気になるニュースで今年、カツオと真鯛
が大漁らしく、それも異常なぐらいの収穫量だそうで
す。
　それに反比例して、甘えびが減少してるとの事です。こ
れは阪神・淡路大震災や東北大震災の時も、そういう
現象が起こっていたそうです。何か災害が起こらなけ
れば良いですが、防災グッズ等の準備をしておくに越
したことはないように思われます。

水 間 会 員 先々週の夜例会、直前欠席となり申し訳
ありませんでした。今後このようなことの
ないよう努めますので、お見捨てなきよ
う。

中 村 会 員 国際交流基金へ

清 水 会 員 鳥居会長、須田幹事を始めとする理事・
役員の皆様、1年間ご苦労様でした。

覚 野 会 員 鳥居会長はじめ役員の皆様　一年間あ
りがとうございました。

水 間 会 員 鳥居会長、須田幹事、この1年間大変お
世話になりました。ゆっくりとお疲れを
とって下さいと言いたいところですが、
なにせ会員数が少ないクラブですので、
次年度もしっかりご活躍下さい。

中 村 会 員 鳥居会長、須田幹事はじめ理事・役員の
皆様　1年間コロナ禍の中お疲れ様で
した。

濃 添 会 員 鳥居さん、須田さん　お疲れ様でした。

津 野 会 員 鳥居会長、須田幹事　一年間お疲れ様
でした。来年　宜しくお願いします！

山 崎 会 員 やはり大変な1年でしたね。鳥居会長、
須田幹事　理事・役員の皆様　ありが
とうございました。

吉 羽 会 員 鳥居会長、須田幹事1年間おつかれ様
でした。

￥36,000.-　　累計　￥504,500.-

￥12,000.-　　　　累計　￥113,000.-

6月28日【1755回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除  11名）

出席会員   12名中  11名

出席免除会員  11名中  5名

休止会員　　　   3名 

出 席 率 18/21  94.12%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 16名

前々回  6/14  Ｍ/Ｕ4名

修正出席率 16/19 190.48%

皆さん１年間ありがとうございました。理事役員の皆
様、会員の皆様、そして、幹事の須田さん、事務局の荒井さ

卓 話

田中　英司、　大草　修

山崎　修一、　濃添　敬造　　

須田　幸史朗、　田中　信明
鳥居　和久、　　山本　隆一

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

◆事業所創立日

◆一年間皆出席

9年　  濃添　敬造

◆在籍年数

担当： 理事・役員
理事・役員退任挨拶

幹事報告 幹事：須田 幸史朗

会長 鳥居　和久

今月の表彰とお祝い



（4ページへ続く）

２０２０年７月から２年間職業奉仕担当理事を務め
させていただきました。前年度は「ロータリーの職業奉
仕・知っておきたい四大用語」と「ロータリーの職業奉
仕・歴史と変遷」の卓話モデルを使って、ロータリアンに
とって必要な職業奉仕の理念や知識、歴史を、新コロナ
下でしたが曲りなりにでも卓話で学んでいただきまし
た。本年度は、その基礎知識をベースとして具体的に自
分の職業を通じて社会のニーズを満たせるように努力
を重ね、自らの職業の品位と道徳水準を高め、社会から
尊重される存在となれるように自分を作り上げていただ
きたいと「職業倫理」の理念と具体的事例研究について
の卓話を用意しておりましたが、新コロナのために例会
が開けず会報掲載に終わってしまったのが残念です。し
かし、次の職業奉仕担当理事は、真のロータリアンであ
る田中信明さんですから、きっと用意周到に準備をされ
素晴らしい卓話をしていただけるのではないかと期待し
ております。私の退任の挨拶というよりは次年度に期待
する挨拶となりましたが、田中信明さん宜しくお願い致し
ます。

皆さん１年間ありがとうございました。理事役員の皆
様、会員の皆様、そして、幹事の須田さん、事務局の荒井さ
ん、頼りない会長を支えていただきありがとうございまし
た。本年度は例会場の移転からスタートしました。新しい
例会場で心機一転スタートということでしたが、今年もコ
ロナウィルスに翻弄された１年でした。８月から例会が休
会になり、１１月に例会が再開されたと思ったら、また、１
月から例会が休会になりました。コロナ禍により活動が制
限され、クリスマス家族会も開催できず、新しい例会場を
ご家族の皆様にお披露目できなかったことが心残りです。
会長として力不足であったことを皆様にお詫び申し上
げ、退任のご挨拶とさせていただきます。

会長年度を挟んだ3期が終わりまして、コロナに振り回
された３年でしたが、今度は戦争、エネルギー危機、食糧
危機、スタグフレーションなど不穏な時代へと突き進んで
います。一つでも明るい兆しが生まれるよう何か志を持ち
たいと思ってます。ありがとうございました。

コロナの影響で多くの活動が中止を余儀なくされた1
年となりました。クラブの活性化にとって重要な親睦活動
も、西野会員のご厚意により開催できましたやまとさんで
の昼例会と6月に開催の夜例会のみとなりました。
そのような中でも多くの退会者を出すことなく次年度に
引き継げることができたのはある意味良かったと思いま
す。次年度は自由な活動ができる明るく楽しい1年である
ことを信じきって気楽にやっていきたいと思います。皆さ
ま1年間ありがとうございました！

最近はことごとくコロナの影響もあり、奉仕活動ができ
ていません。次年度からは少し動きが出てくると思いま
す。次期委員長にお願いしたいのは、CPAOの要請にどう
対応するか？鶴見区民祭りの実施内容の検討？をお願い
したいです。

今年度は、コロナ禍ということもあり、日本語作文コン
クールの支援という活動内容にいたしました。ただ根本に
は、会員減少傾向及び少人数クラブとして、国際奉仕委員
会と国際交流基金運営委員会を統合し活動を一本化し
た方が良いのではないかという思いがあり、クラブアッセ
ンブリーにても提案させて頂いた次第です。こうした点は、
今後の会員増減の趨勢を見ながら、検討して頂けたら良
いのではないかと考えております。何も出来ず、すみません。

会長エレクト 津野　友邦

直前会長・特別事業担当理事 濃添　敬造

副会長・クラブ奉仕担当理事 発　剛士

職業奉仕担当理事 菊井　康夫

国際奉仕担当理事　 吉羽　潤司

社会奉仕担当理事　 広瀬　芳和



会計 山崎　修一

青少年奉仕担当理事　 源　壽美子

２０２１年に慣れしたしんだ太閤園から、ホテルモン
トレ ラ・スール大阪に会場を移転しての最初の幹事をさ
せていただきました。今期もコロナ禍の影響で、例年通り
の例会や、イベントごとが充分には出来ませんでしたが、
幹事をさせていただいて、やっとロータリーとは何かが
少し理解出来たような気がいたします。
稲垣会員には急遽、次年度幹事を引き受けていただく
形になりましたがここ数ヶ月の引き継ぎ作業だけでも、
私よりも確実に素晴らしい働きをなされてるのでコロナ
禍も落ち着きつつあることですし、次年度は素晴らしい
ロータリー運営をされることと確信しております。

今年度は、クラブ内の例会や地区内のさまざまな会合
が、コロナの影響で想定外であることが多く、結果として、
予算額と執行額の間に幾つかの乖離が生じました。
翌年度も引き続き会計担当ですので、毎月のチェック

はもちろん、予算との対比についてもタイムリーに確認し
ていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

幹事 須田　幸史朗

今年度もコロナ禍の為、例会自体も休会が重なり活動
らしい活動ができませんでした。来年度こそ地域との活
動ができるように願っております。

水口さんの後を受け、途中から副幹事をさせて頂きま
した。次年度幹事としてやらせて頂きますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

副幹事 稲垣　良二

本日のロータリーソング本日のロータリーソング

担当：源会員

（3ページより）


