
  

 

第１４２６回 例会 ２０２１年（令和３年）７月１２日 

 

前回（７月５日）例会記録  

◇プログレス 平山 明彦 ＳＡＡ 

 

 

１．７月お誕生月会員お祝い 

 

 栗原  裕 会員 （７月 ２日） 

 塩尻 明夫 会員 （７月 ４日） 

 中川 和之 会員 （７月２３日） 

 中村  一 会員 （７月２５日） 

 

 

２．会長の時間  宮原  彰 会長 

皆さん、こんにちは。 

今日は私たち大阪船場ロータリークラブの新年度最初の例会です。この１年、宜しくお願いいたします。 

何と申しましてもコロナによる非常事態宣言が長く続きましたし、大阪の感染者の多いことはご承知の通りです。 

今日の１回目の例会がどうなるか、案じていたのですが、無事に開催できました。本当に良かったです。有り難いことです。 

ロータリー歴から行けば、私の場合は長いとは言えません。学ぶべきことや、身につけることがいっぱい有りますが、 

こうして会長の大役を頂きまして、会員の皆さんに、ご心配やご迷惑をお掛けすることが多々あるかと思いますが、 

改めましてこの１年、大阪船場ロータリークラブのために、ご支援ご協力を宜しくお願い致します。 

本日のプログラム                       （本日のプログレス 平山 明彦 ＳＡＡ） 

○ ロ‐タリ‐ソング 「四つのテスト」 

○ 会長の時間  〇 幹事報告  〇 委員会報告  〇 ニコニコ箱報告  〇 出席報告 

○ 委員会卓話 「国際奉仕」 「クラブ戦略計画」 「米山奨学」 

○ 第１回会員増強委員会 ３２階「スカイテラス」 １１：３０～１２：１５ 

○ Ｄグループ会合 ３１階「カトレア」 １３：４０～ 

・ほたる 

・めだかの学校 

・森のくまさん 



 

３．幹事報告 岩崎 寿英 幹事 

7月理事会議事録は、週報に掲載いたしますが、特にご報告したい点は下記 2点です。 

①小グループ活動は継続します。メンバーも当面変更いたしません。 

②コロナにおける例会開催等のガイドラインについても、継続して適用します。 

 緊急事態宣言が発令されれば、例会は中止となります。 

今年度一年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４．ニコニコ報告  新川 晃生 親睦委員 

宮原 会員・・・・今日から新年度がスタート致しました。皆さん、よろしくお願い致します。 

岩崎 会員・・・・どうぞ皆様１年間よろしくお願いいたします。 

澤田 会員・・・・６月３０日（水）八尾市立竹渕小学校において、出前授業に岡野国際奉仕委員長と行って来ました。 

          こらからも宜しくお願い致します。 

中西、林、中井、山川、竹内、平山、岡本(茂)、清水、甚田、塩尻、小島、井澤、岡本（真）、北野、中嶋、小山、新川、 

坂本、沖、岡野、天野、原山、中村、洪、松谷、大嶋、俣野、片岡、 

  各会員・・・・宮原会長 岩崎幹事 新体制のスタートをお祝いして 

栗原、塩尻、中川、中村、各会員・・・・７月お誕生月 

伊藤、竹内、栗原、各会員：・・・・７月創立記念日 

岡本(真) 会員・・・・７月結婚記念日 

 

５．出席報告 平山 明彦 ＳＡＡ 

会員総数 ３８名 出席率計算会員数 ３７名 出席会員数 ３４名 出席率 ９２％ 

第１４２３回（４月１９日） 修正出席率 ９５％ 

 

６．卓  話 

◎ 宮原  彰 会長 

 コロナが続いている私たちの環境は大きな課題でも有ります。 

前年度もそうでしたが、コロナを巡る状況はどうなっていくのかわかりません。何十年に 1回、

あるいは１００年に 1 回、あるか、ないかの大変革の中にいるのです。１００年に一度と言われ

て、思い出します事は明治維新です。京都・大阪、お江戸を舞台に、大混乱がありましたが、

全国の各藩から駆けつけた若者達が、早い段階で気付いてくれて、日本を諸外国の 

思い通りにさせないぞ、強い日本を作っていこう。日本は強い国を目指すと言う、目的と 

方向性を示したのが明治維新だったと思います。 

それからの１００年後は、あの太平洋戦争と敗戦が挙げられます。戦場で多くの命を失い、 

沖縄や内地でも多くの犠牲者を出して終戦を迎えました。大混乱が続きましたが、飢えと 

ひもじさに耐えながら 頑張って豊かな国を創っていこうという目標を定め、日本は経済成長と繁栄を目指して進んで行き 

ました。そして１００年後が今の状況です。日本だけでなく世界中がコロナの大きな影響を同時に受けるという、かつて経験 

したことの無い事態が、この先どうなってゆくのか予測が出来ません。言えることは、明治維新と昭和２０年の敗戦が想像も 

つかない混乱でありました。しかし、その時代の国民の皆さんは それを乗り越えて明るい未来を目指し、実現してきたこと 

です。この事から言えば、現在コロナウイルスで大きな影響を受け、莫大な被害を被っていますが、コロナから学び、コロナ

で失ったものをカバーし、アフターコロナの新しい良き時代を創り出す知恵と行動が、今こそ求められているのではないで 

しょうか。コロナの影響で日本人の物の見方、感じ方、生活様式の変わったことも多く挙げられます。 

私はそれらを理解し学んだことを生かしながら、新たな気持ちで ロータリー活動を進めていきたいと考えています。  

大阪船場ロータリークラブの例会に行って楽しかったと思っていただけると有り難いですし、奉仕活動は苦労もあったけれど、

大きな感動を得られたと、思っていただけるような活動が出来ればと考えています。 

 

 



 

RIのテーマに「奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために」とあります。 

奉仕活動はロータリアンの役目だからと、とらえると義務による活動に終わってしまいます。奉仕活動の中に奉仕する側も、 

される側も有り難いと思う心 以上に、大きな感動があるのです。私達のクラブは２０１８年にカンボジアで小学校の建設に 

協力してきました。現地の子供達の喜びよう、親御さん達の感謝の姿、子供たちはきちんと整列して私達メンバーを迎えてく

れました。あの光景は最高の感動で、これが奉仕活動のあるべき姿だと思いました。    

今年度の RIのシェカール・メータ会長は会員の増強を挙げておられます。インパクトをもたらす奉仕プロジェクトを行い、 

会員数を増やしてロータリーの参加者基盤を広げることを示しています。これを踏まえて、大阪船場ロータリークラブへ 

入って頂きだけませんかと、呼びかけて会員がそう簡単に増えるものではない、ことは皆さんがご承知の通りです。自分の 

所属する大阪船場ロータリークラブが楽しい所で、この楽しさを友人、知人に伝えてあげたいと、心底思えた時に増強が 

出来るのだと思います。ですから増強はまず楽しいクラブを創り、楽しい活動を増やすことに、あると考えております。 

ＲＩのテーマを受けて２６６０地区のビジョンの中に、「地域の 特性に合った親睦と職業奉仕活動を行う事、それぞれが 

魅力ある・元気ある・個性あるクラブ」を目指すとしています。 

これからの１年私たちのクラブはＲＩのテーマ、地区のビジョンを大切に、魅力ある・元気ある・個性あるクラブを目指して 

参ります。その為に私としましは、まずは物事をオープンにしようと考えています。 

予定していること、考えていることを極力オープンにしますので、皆さん遠慮なく入って来て下さい。 

気が付いたこと、感じたことを何でもフランクに聴かせて下さい。 

例会が終わって次週の準備に取り掛かりますが、言っておきたいことが有りましたらご遠慮なくお願いします。 

お声をかけてください。例会は、食事もおいしいけれど、自由に話しが出来た、そんな会にしたいと考えています。 

活動方針についてはお伝えしたいことが、まだありますが、今日は、あと２点お伝えさせてください。 

一つ目は３０周年記念事業として取り組みました、カンボジアでの「大阪船場ロータリークラブ小学校」への奉仕活動です。 

発展途上国の子供たちへの支援活動ですが日本のロータリーが積極的に取り組むべきプロジェクトだと思います。この 

活動を通して奉仕活動とはこんなにも感動・感激の行動であることを知らせてくれました。 

もう一点は他府県のロータリークラブとの交流も大切にしたいと考えています。 

平成２８年の熊本地震がきっかけとなって八代南ロータリークラブとの交流が始まりました。当初、義援金を届けるのに、 

私が熊本県出身という事もあって行かせて頂きました。これが機会となり八代市主催の花火大会にご招待頂き、代わりに 

大阪船場ロータリークラブの３０周年式典にお招きして交流を深めておりましたが、この度のコロナ禍の為に中断しており 

ます。ロータリー活動を通して、遠くの人たちと交流を深める喜びは大きいです。この活動も大切にしていきたいと考えて 

おりますので、何か気付かれたことがありましたら、お声を掛けてください。 

これで終わらせていただきます。有り難うございました。 

 

◎ 岩崎 寿英 幹事 

 今年度幹事を拝命しました、岩崎寿英（ひさえ）です。  

大阪船場ロータリークラブには、2014年4月に入会しました。入会して、経営者の皆様から 

組織運営のこと、経営者の心構え、その他色々なことを学ばせていただきました。その他、 

役割などを頼まれた時の返事は、「はい！喜んで」か「YES！」のみであることもまた、ロータ 

リーで学んだことです。 

２年前に、宮原さんから幹事のお話をいただいたときに、正直「喜んで！」とまでは言えませんで

したが、教えの通り、「はい」とお返事をさせていただきました。 

幹事の役割は何か、ということを自分なりに考えてみたら、おそらく、会長の思いを具現化する 

ことかと思います。宮原会長は、口数も多い方ではありません。しかし、ロータリー愛、特に大阪船場ロータリークラブを愛す

る想いはとても強い方です。その思いをできるだけ皆さんに共有していただき、形にしていきたいと思います。 

前年度は、残念ながらコロナの影響で奉仕活動や事業を中止せざるを得ない状況が続きました。今年もどうなるかまだ 

不透明ではありますが、奉仕活動も進めていきたく存じます。また、昨年度入会の方々にもどんどんご参加いただきたい 

です。 

前年度幹事の藤井さんのようにスマートには進められないと思いますが、自分らしく、また皆さんにたくさん助けていた 

だきながら、何とか一生懸命頑張ります。この一年間、どうぞよろしくお願いいたします。 



 

・・・ クラブ運営フォーラム ・・・ 

令和３年７月５日（月） 於：ホテル日航大阪 ３２階「スカイテラス」 

 

○クラブ運営部門 中村  一 委員長 

 

今年度、副会長としてクラブ運営委員会の委員長を務めます中村です。 

クラブライフを楽しく有意義にして頂けるよう努めて参りますので、ご協力頂けますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

さて、当クラブにおきましては、クラブ運営委員会では増強・親睦・会報広報・規定情報の４つの委員会で構成しております。

各委員会の委員の皆様におかれましては委員長の方針に沿って活動へのご協力を宜しくお願い致します。 

 

〇会員増強委員会 小島 常男 委員長 

 

 コロナ禍で他のロータリークラブでは退会者が増えている中で、５名の増員を実現された前年度会員増強委員会の 

勢いを削ぐことなく、引き続き会員増強を進めることが出来るよう、委員会のメンバー、会員各位のお力添えをよろしく 

お願いします。 

退会防止も大切なことで、そのために会員の満足度向上の一環として、前年度からスタートした小グループ活動を通じ、 

会員相互のコミュニケーションを深めていただければと思います。 

 クラブ戦略計画委員会にもご協力をいただき、会員の皆さんと一緒に今年一年会員増強に努めて参りますので 

宜しくお願いいたします。 

 

〇クラブ規定情報研修委員会 岡本  茂 委員長 

 

本年度、規定情報研修担当の岡本です。 

まず、クラブ細則ほか規約については、要請があればその都度、適切に変更し、会員には速やかに周知いたします。 

また、クラブ内研修は、前年度同様、特に入会間もない会員を中心に、適時実施いたします。実施回数は前期、後期 

各 1回ずつの計 2回を予定しています。実施時期、内容、対象者、講師ほかについては、前年度のアンケートなども 

参考に、会長・幹事とよく相談し、改めてご案内いたします。 

クラブ内研修が有意義なものになるよう、会員増強には、より力を入れたいと思っています。本年度もどうぞよろしく 

お願いします。 

 

〇親睦委員会 岡本 真太郎 委員長 

 

大変な状況下での大役ですが、精一杯努めて参りますのでよろしくお願い致します。 

まだまだ先が見えない状況ではありますが、８月には新入会員も沢山お入り頂いたので、お子様も喜んでいただける 

家族親睦会を企画できればと考えて居りますので、皆様のご協力を切にお願い申し上げます。 

 

〇会報広報委員会 中西 宏明 委員長 

 

こんにちわ。本年度会報広報委員長を任命いただきありがとうございます。 

まず昨年度吉本委員長より前年同様に新入会員の方々へ『MY ROTARY』の登録の説明、補助を行いたいと思います。 

次にホームページ・フェイスブックを活用し、外部に船場ロータリー独自の親睦、奉仕を伝えていきたいと思います。 

そして本年度はコロナ禍により出席できない方にも週報などで少しでも例会内容や会員様方の 

ロータリー活動を共有できるように活用していきます。 

どうぞ皆様のご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたします。 

 



 

           ☆☆☆ ２０２１～２０２２年新年度会員懇親会 ☆☆☆ 

           令和３年７月５日（月） 於：ホテル日航大阪 ３２階「スカイテラス」 

                                                司会 岡本 真太郎 親睦委員長 

 

◎ 開会挨拶   宮原  彰 会長 

◎ 乾  杯    西村 文延 会員 

◎ ご挨拶 

  岡本親睦委員長の指名により、甚田会員、小山会員に 

お話をして頂きました。 

◎ 閉会の挨拶  中村  一 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        ☆次回７月１９日（月）例会予定 

                 ・委員会今年度方針及び活動計画 

                 （・青少年奉仕・職業奉仕・社会奉仕・R財団・ＳＡＡ） 

７月度理事会報告 

２０２１年７月５日（月） 於：ホテル日航大阪 １６：００～ 

【承認事項】 

１、 6月度会計報告⇒承認 

２、 会計監査について⇒7/12岡野会員が実施予定 

３、 大丸のお中元について⇒大丸松坂屋百貨店 関西オフィス 秘書室 宛 

\5,000を心斎橋RCと折半し支出（約\2,500）⇒例年同様とする 

４、 事務局員の夏季賞与について⇒例年通りで承認 

５、 今年度当クラブ「ロータリー賞」目標について（6/30提出済み） 

６、 小グループ活動について⇒前年通りのチームで実施 

 

【報告・討議事項】 

１、 例会開催ガイドラインについて⇒前年通りのガイドラインで実施 

２、  夏の家族懇親会開催について（岡本委員長）⇒木下大サーカスが候補。8月下旬頃で検討 

・クラブ名刺の配布について、会長・幹事・新入会員はクラブより支給し、それ以外の会員に 

ついては、個人預かり金より拠出しクラブ名刺（１００枚）を作成することが可能です。 

⇒事務局へ直接依頼 

・特別会合費の扱い⇒今年度分に充当することを検討。本日の新年度例会で早速充当する。 

 


