
  

 

第１４５1回 例会 ２０２２年 (令和４年) ４月１８日 

（母子の健康月間） 

 

前回（４月１１日）例会記録  

◇プログレス 俣野 富美雄 副ＳＡＡ 

 

１．来客紹介  天野 大樹 親睦委員 

 ゲスト:１名 地区外：０名 地区内：０名 合計: 1名  

  ゲスト：株式会社 Sunda Technology Global 代表 坪井 彩 様 

    

２．４月お誕生月会員お祝い 

 

 宮原   彰 （４月 ３日） 

 山川 良知 （４月 １７日） 

 

 

 

３．会長の時間  宮原  彰 会長         

皆さんお花見に行かれましたか。 

私は自宅から最寄りの駅までの間に公園があり、毎日公園の桜を眺めながら通っております。 

その桜について、あでやかとも、妖しいとも、不気味とも、捉えかねる花の色、「さくら」 桜吹雪の下ふらふらと歩きたく 

なると、詩に描かれたソメイヨシノはなぜこれほどまでに日本人を酔わすのか。 

世紀のイノベーション、ソメイヨシノは江戸後期、現在の東京都豊島区駒込にあった染井村で起きた。 

植木職人が「オオシマザクラとエドヒガンザクラ」を交配させ誕生。 

本日のプログラム                       （本日のプログレス 俣野 富美雄 副ＳＡＡ） 

○ ロ‐タリ‐ソング 「船場ソング」 

○ 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 

○ 社会奉仕フォーラム 大阪赤十字血液センター 献血推進課 國和昌浩様 寺本百合子様 

・ひらいた ひらいた 

・谷間のともしび 

・翼を下さい 



 

私の子供の頃には「入学試験に合格の場合はサクラ咲く、不合格の時はサクラ散る」と電報で知人・友人に知らせた。 

サクラは散り際の潔い印象から、国威発揚にも使われ。それは先の太平洋戦争時の軍歌、「同期の桜」にあります。 

ソメイヨシノは染井を出て１５０年ほどで日本各地に広まったのは「得も言われぬ美しさ」からだろう。 

今では国内の桜の約８割を占める用になった。花見の仕方も変わった。 

かつては多くの品種が分散して、桜の開花も次々と入れ替わり、花見も１カ月近くに及んだ。 

ソメイヨシノの登場で、開花も１０日ほどになり、桜への思いも一途なものとなる。 

桜は同じ樹木の雄べ、雌べが受粉しない。種子で増やすと別の樹の遺伝子が混ざり合う。 

ソメイヨシノは人が手間をかけ、接ぎ木で種の形質を守り続けてきた。 

蔓延防止等重点処置は全面解除されたが、コロナ第６波は収束しておらず、花見会場での宴会などは慎みたいものです。 

それでも今年の花見は平和をいとおしく思え、幸せではないでしょうか。 

ありがとうございました。 

 

４．委員会報告 

◎ 職業奉仕委員会  山川 良知 委員長 

５月２３日（月）に職場見学を企画しました。大嶋会員の（株）アド・ダイセンの関西第１メールセンターや、黄色いポスト等を 

見学後、藤井会員のホテル「ｉｔ」での懇親会を予定しています。当日は例会及び青少年奉仕フォーラム終了後にバスで 

移動する予定です。コロナウイルスの感染状況によっては中止することもありますが、準備のために人数を把握する 

必要がありますので、参加・不参加の回答のご提出にご協力ください。 

 

５．ご挨拶  株式会社 Sunda Technology Global  代表 坪井 彩 様 

 

先日オンラインで出席頂いた、ウガンダプロジェクトの坪井さんにリアルにお越し頂きました。 

シンガポールロータリークラブとも定期的に打ち合わせし、順調に進んでいるグローバル補助金

プロジェクトの核となりますので、一言ご挨拶を頂きました。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

６．ニコニコ報告  竹内  弘 親睦委員 

西村 会員・・・・今年も去る４月１日の入社式には男女合わせて 105名の新卒者を迎える事が出来ました。 

          楽しみがイッパイでニコニコ‼ 

塩尻 会員・・・・本日、坪井さんをお連れしました。ウガンダから一時帰国中です。グローバル補助金プロジェクト 

          よろしくお願い申し上げます。 

俣野 会員・・・・４月SAA司会担当です。よろしくお願いします。 

岡本（真） 会員・・・・澤田先生、先日は大変ありがとうございました。楽しい時間を過ごさせていただきました。 

竹内 会員・・・・澤田先生、ゴルフお誘い頂き、ありがとうございました。 

清水、宮原、新川、沖、岩崎、小島、岡野、藤井、中井、天野、山川、中西、小山、片岡、井澤、原山、岡本（茂）、 

坂本、中村、北野、林、洪、野田、中嶋、平山、伊藤、甚田、 

各会員・・・・ロッテ佐々木朗希投手２８年ぶり完全試合並びに１３者連続奪三振おめでとう 

宮原、山川、両会員・・・・４月お誕生月 

小山、平山、岩崎、井澤、原山、篠藤、各会員・・・・４月創立記念日 

藤井、小島、沖、新川、原山、各会員・・・・４月結婚記念日 

 

７．出席報告 俣野 富美雄  副ＳＡＡ 

会員総数 ３８名 出席率計算会員数 ３６名 出席会員数 ３４名（内ZOOM２名参加） 出席率 ９４％ 

第１４４８回（３月７日） 修正出席率 ９７％ 



 

８．次年度会長方針  会長エレクト 沖 真一郎 

 

2020年３月 13日 緊急事態宣言発令以来、この２年間コロナ禍で計画しても満足な行動が 

出来なかった。全会員の皆さんはもとより会長・幹事をはじめ担当理事・役員の皆さん特にお疲

れさまです。また、入会間もない皆さんも友は出来たが各行事が中止になり、奉仕活動が皆目 

できず、イラつき入会の意義が希薄に成っているのではと、申し訳なく思っております。 

これからも新型コロナ感染症第７波が到来し、クラブ運営に支障が出るかもしれません。理事・ 

役員の皆さんをはじめ全会員の皆さんと情況を共有し乗り越えていきたいと考えております。 

是非ともご協力をお願いします。 

２００６年８月入会以来、ある先輩会員の方からは奉仕の心の尊さを教えられ、またその金額の 

大小ではないことを。別の先輩からは感謝する謙虚さを教えてもらいました。ロータリーは親睦と奉仕といいますが、わたくし

は『親睦と感謝そして奉仕』を胸に行動したく考えています。 

RI次年度(22-23)会長 ジェニファー Ｅ ジョーンズ (ｶﾅﾀﾞ･ｵﾝﾀﾘｵ･ｳｲﾝｻﾞー ) 

117年に及ぶロータリーの歴史で初の女性会長となります。 

そこで指名委員会が強調されたのは、女性だから選ばれたのではなく、会長にふさわしい資格を持っていたから選ばれたと

いう点です。Media Street Productionsの創業者兼社長です。ウインザー大学の理事長、ウインザー・エセックス地域商工会議

所の会頭。また、法学の博士号（LL.D.）取得。 

会長テーマ：『イマジン ロータリー』 テーマソング・ジョンレノン「イマジン」  

講演より「想像してください、私たちがベストをつくせる世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると 

知っています」 「イマジン」は人々に力を与えてくれる言葉です。この世界をより良くするために何かしたいと思わせてくれる

言葉です。」 「私達には皆、夢があります。しかし、そのために行動するかどうかを決めるのは私たちです」。締めくくりに 

「昨日のことをイマジン(想像)する人はいません。それは未来を描くことです」と。 

ロータリーの中核的価値観：親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ 

ＤＥＩ 

Ｄ： ダイバーシティ Diversity 多様性 

Ｅ： エクイティー   Ｅｑｕｉｔｙ  公平さ 

Ｉ ： インクルージョンＩｎｃｌｕｓｉｏｎ 包摂性 (ロータリーでは和訳していません) 

ロータリーは、会員と参加者のために、ロータリーの基本的価値観を反映し、一人ひとりの可能性を最大限に発揮し、人々の

ありのままの姿を称賛するロータリーを築き、維持するよう努めます。ロータリーの中核的価値観は、すべての人にとって 

多様性、公平さ、インクルージョンのある環境を育むというロータリーのコミットメントに合致しています。 

オーストラリア先住民・アボリジニの現代アーティストによる 

テーマロゴにみる意味 

中央の〇円は人々互いにつながっていることを現し、周りの七つの●点はロータリーの七つの重点

分野 

 「7重点分野」  

平和構築と紛争予防  疾病予防と治療  水と衛生  母子の健康  基本的教育と識字率向上 

地域社会の経済発展 環境 

その下の緑の太い棒は、いわゆる「掘り出し棒」で、行動を起こすロータリーの会員にとって、 

物事を成し遂げるための道具 

次年度 2660地区ガバナー 宮里唯子(ミヤサトユイコ)さん 1958.05.23生れ 

   甲南大学法学部 1981年卒業 ｶリフォルニア大学ロングビーチ校（語学留学） 

   ㈱日本保険衛生協会 代表取締役 １９９７ 年就任 

茨木西 RC入会   1998 年 9 月 2 日 

茨木西 RC 会長    2014-15 年 

地区財団委員会委員長 2015-18年 

地区代表幹事 2018-19年 



 

地区次年度方針 

■RI次年度(22-23) ジェニファーＥジョーンズ会長のテーマと強調事項 

会長テーマ： “ＩＭＡＧＩＮＥ ＲＯＴＡＲＹ” 

「世界にもたらせる変化を想像して大きな夢を描き、その実現のためにロータリーの力とつながりを生かしましょう。 

昨日のことをイマジン(想像)する人はいません。それは未来を描くことです。」 

テーマカラー ： 紫 (ポリオ) ・緑 (環境) ・白 (平和) 

強調事項：   「心地よさ」と「会員への配慮」 

          ＤＥＩコミットメントの推進(2022-23ＲＩ会長イニシアチブ) 

          女性会員基盤の強化 

          革新的クラブまたは活動分野に基づくクラブの設立 

          女児のエンパワメント(2021-22RIイニシアチブの継続) 

■DEI(多様性・公平さ・インクルージョン)コミットメントの推進 

DEIをクラブや地区、会員が支援する方法： 

・誰もが尊重しあい、ロータリーの理念にそぐわない言動があれば、自分そして互いの責任を果たさなければならない。 

このような対話によって、意義ある変化がもたらされる。 

・ロータリーでは、人種差別、同性愛やトランスジェンダーへの嫌悪、性差別、階級差別、年齢による差別は一切認め 

られない。私たちは、年齢、民族、人種、肌の色、能力、宗教、社会経済的地位、文化、性別、性的指向、性自認に 

基づくバイアス(偏った考え方)、差別、偏見、ヘイト(憎悪)を促進する言動をロータリーが容認しないという共通の立場を 

取る。 

・あらゆる場面(対面式、バーチャル、ソーシャルメディアなど)でのインクルーシブで公平な言動の模範となる。 

・自分の言動がほかの人に及ぼす影響について責任をもつ。 

・各自の言動がほかの人に与える影響について会員の意識を高めるために、DEIの行動規範を徹底して適用する。 

・クラブは、会長イニシアチブとして推奨される活動に参加する。 

・多様性、公平さ、インクルージョンについて詳しい地元の専門家を例会に招き、話してもらう。多様性、公平さ、 

インクルージョンを高める活動を支援している地元の団体とつながり、プロジェクトやイベントを共同で行う。 

・少数派グループの現在の参加者がクラブや地区で指導者の役割を引き受けるように奨励し、支援する。 

■2022-23年度 第 2660地区のテーマと地区ビジョン・中期・年次目標 

テーマ： 『大阪のロータリー100周年を祝おう』 

   日本にロータリー上陸 1920年東京ロータリー 大正９年 1921年 RI承認 

   三井物産の福島喜三次(きさじ)(ダラス・クラブ会員) 1920年帰国 

   米山梅吉とともに設立  その後、福島喜三次 大阪に赴任 

   大阪ロータリークラブ      1922年 福島 喜三次 創立 

   大阪心斎橋ロータリークラブ 1970年 大阪ロータリーの子クラブとして創立 

   大阪船場ロータリークラブ   1988年 大阪心斎橋ロータリーの子クラブ (大阪ロータリーの孫クラブ)として創立 

                      2023年０５年23日 創立３５周年記念日 

中期目標・年次目標は同じ項目が設定されています。 

   身近な年次目標のみ記載します 

1. より大きなインパクトをもたらす 

・ポリオデー(10月24日)にポリオ根絶にちなんだ活動を RAC、IAC,ロータリーファミリーと協働し発信します。 

・財団補助金(地区補助金・グローバル補助金)活動を実施し発信します。 

・ロータリアンは財団寄付目標(年次基金寄付150ドル、ポリオ+基金寄付50ドル、恒久基金寄付30ドル)を達成します。 

・ローターアクトクラブは少なくとも 5名の会員により合計50ドルの財団寄付を達成します。 

2. 参加者の基盤を広げる 

・ローターアクター、インターアクター、ロータリーファミリーと協働して奉仕活動を実施します。 

・ロータリーのブランドを正しく使います。 

・革新的クラブ、活動分野に基づくクラブ(衛星クラブ)の設立を目指します。 



 

3. 参加者の積極的な関わりを促す 

・大阪のロータリー100周年を祝います。 

・クラブのビジョンや中期計画をつくります、あるいは必要に応じて見直します。             

・例会、フォーラム、研修、ＩＭロータリーデー、新会員研修交流会、その他行事をさらに魅力的な学びの機会とし、 

参加者基盤を広げ増強します。 

・クラブの個人のロータリーの賞の受賞を目指します。 

・米山記念奨学会を支援します。 

4. 適応力を高める 

・テクノロジーを利用して例会を実施し、交流や親睦を深め、奉仕活動を実行します。 

・会員全員がＭｙ Ｒｏｔａｒｙに登録することを目指します。 

・ラーニングセンターを活用します。 

３月２６日の PETS・４月９日の地区研修・協議会で宮里会長よりの方針として。 

・特にロータリー増強の為にも１０月２４日ポリオデーを盛大に成功させ、メディアに取材してもらい、インパクトのある報道を 

世間に発信してもらう。カレンダーに日程を記し、クラブからも多くの会員に参加してほしい。公共イメージ向上委員会も 

設置。 

・ロータリーの親睦の目的は単なるフレンドシップでなく、フェローシップです。ロータリーは一つの理念に束ねられ、 

一つの目的に向かい行動し、これを達成し、その喜びを分かち合えるロータリーにしたい。 

※ペッツ・ＰＥＴＳ：(Presidents－Elect Training Seminar) 会長エレクト研修セミナー 

クラブの次年度テーマ 

 どのようなクラブを次の世代に引き継げるのかが私のテーマです。 

 2022-23年度委員会組織表を見て頂きますと例年と違うところがあります。単年度暫定組織です。まず、ガバナー補佐 

サポートチーム、３５周年委員会、奉仕活動検討プロジェクト・勉強会の３委員会です。 

ガバナー補佐サポートチームはもちろんＩＭ５組の小山ガバナー補佐年度です。小山さんをサポートしお手伝いをする 

チームです。来年小山ガバナー補佐主催でフレッシュロータリアン研修交流会をＩＭ５組のロータリーデーの日（来年４月２３

日）に行います。宜しくお願いします。 

※第 2660地区は、大阪府北部地域（大和川以北）の 82クラブにより構成されています。 

現在ＩＭ(Intercity Meeting)1～6組に分かれています。 

※当クラブはＩＭ５組に属し、そのメンバーは；大阪堂島ＲＣ(北区堂島)、大阪フレンド(中央区西心斎橋)、大阪西北(北区梅田)、

大阪リバーサイド(北区中之島)、大阪心斎橋(中央区西心斎橋)、大阪西南(北区中之島)、大阪ユニバーサルシティ 

(北区堂島)、大阪アーバン(北区西天満)、大阪うつぼ(西区靭本町)、大阪西(北区梅田)、我がクラブ含め 11クラブ。 

３５周年委員会は来年５月創立３５歳を祝い周年記念事業を行います。記念例会は以前より平年例会、５年節例会(中)、 

１０年節例会(大)の規模別で実施されています。記念奉仕事業は何をするのか、しないのか。記念例会の予算は、出し物は、

等々の計画・実施の検討をお願いします。奉仕活動検討プロジェクト・勉強会は・・・。今まで３月の地区補助金申請時期にな

りますと、良いテーマが思いつかない、時間がない、平素より歯科医療奉仕活動支援・ＹＭＣＡ学生交流・開平小学校児童 

職場体験学習等の奉仕活動はしている。本年は諦め次年度に期待しよ・・・。これが私の地区補助金を申請しての奉仕活動

に対する当クラブの風土のように感じています。比較するのはどうかと思いますが、親クラブ心斎橋ロータリーはコロナ禍でも

毎年のように申請し奉仕活動を実施しています。また、当クラブでは毎年、年次基金を地区希望の額より多い一人当たり 

＄１６０の寄付を皆さんの預り金より地区に拠出しています。地区補助金を使う権利を放棄する事は・・・。平素より奉仕活動の

企画提案を国際・職業・社会・青少年の枠を外し、検討立案をお願いしたいのです。また、当クラブでの会計では奉仕活動予

算も単年度で次年度に繰越されません。以下３ページに渡り、地区財団活動資金(DDF)の仕組みを添付します。 

今、現会長、幹事、次年度会長、幹事と塩尻会員を交え姉妹クラブであるシンガポールロータリークラブと情報交換をして

います。当方からはアフリカへの水の供給システム構築の支援を提案し、シンガポール RCからは新潟十日町の村おこし 

事業支援の提案があります。今回の提案事項は別にしても海外姉妹クラブとの共同事業では地区補助金（DG）でなく、 

グローバル補助金（GG）の対象案件です。GGのプロジェクト金額は＄３０，０００（４月レート1ドル＝１２２円換算３６６万円）以上

となります。当クラブ準備する金額はその５０％（１８３万円）以上です。プロジェクトが大きくなると単年度予算では不安がある

ように思います。今後の為に会計予算積立方法を含め、ご検討お願いします。 

https://sites.google.com/site/rotary100jiten/yougo-shuu/ka-yuki-1/ka/kaichou-erekutokenshuu-semina


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ロータリー財団の「補助金の種類」  

    

地区補助金 グローバル補助金 大規模プログラム補助金 災害救援補助金 

      

人道奉仕  奨学金  職業研修 人道奉仕 災害復興支援 

    ・国際奉仕   

・社会奉仕 ・国際奉仕 ・３～５年の活動 ・社会奉仕 

・国際奉仕 ・ロータリーのある国 ・＄２００万ドル以上   

・小規模および短期 ・＄３０，０００以上 ・毎年１口(競争制) ・被災地区が申請 

・地区が管理し配分 ・７重点分野 ・６重点分野   

・年度内申請 １件 ・持続性が必要 ・持続性 ・＄２５，０００以下 

・申請期間３～4月 ・通年随時申請 ・世界競争制   

    

    

地区補助金授与額    

代表提唱クラブに対して配分される地区補助金額は、前年度のクラブの一人当たりの平均年次 

基金寄付実績に基づいての算定を原則とします。複数のクラブが共同してプロジェクトを実施する 

場合、原則、代表提唱クラブのみが地区補助金の申請ができますが、共同提唱クラブも合わせて 

補助金申請を希望される場合は、別途地区財団委員にご相談ください。  

    

《基本補助金額》 (※)寄付実績に基づいて減額される場合も、最低申請補助金は２０万円です 

  プロジェクト総額 クラブ負担額 補助金 

人道奉仕       

奨学金   地区補助金申請額と ２０万円～６０万円 

職業研修 ４０万以上 同額以上   

人道的国際奉仕     ２０万円～１００万円 

    

《クラブ寄付実績に基づく補助金》   

 当地区と日本の年次基金寄付目標額は、一人当たり１５０ドルです。 

    

 前年度年次基金寄付実績 補助金  

 ９９ドル以下 基本補助金額×８０％  

 １００～１４９ドル 基本補助金額×９０％  

 １５０ドル以上 基本補助金額×１００%  

 我がクラブは １６０ドル寄付  

    

                      ロータリー財団の「補助金の種類」   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                ４月理事会報告  

          2022年4月11日（月）於：ホテル日航大阪 13：30～ 

 

他に、会員増強委員長には岡本真太郎さんにお願いしています。 

会長経験者の先輩会員の俣野会員には職業奉仕、清水会員には社会奉仕、クラブ戦略委員長に片岡会員にお願い 

しました。また汗をかいていただくことになりますが宜しくお願いします。 

最近の会長さんにも、塩尻さん、岡本茂さん宜しくお願いします。 

次年度は忙しい年と予想されます。そこで小グループの交流会を止めようかと思いましたが、まだ、会合を１回程度しか 

できていない、その成果も分からないとの指摘もあり、折角の交流会、次年度も継続します。宜しくお願いします。 

忙しい年度には違いありません。理事・役員の皆様をはじめ、会員の皆様、御社・事業の最前線で活躍されている方も 

おられるかと思います。 

ロータリーは事業・仕事が最優先との小山さんの言もあります。 

助け合って次年度を乗り超えていきましょう。宜しくお願いします。 

 

未来を『イマジン』 しましょう そして『その喜び』 を・・・・・    感謝 

 

 

 

 

 

【承認事項】 

1． 3月度会計報告→承認 

2.  八代南RCとの共同奉仕活動について 

→プランターと花苗を、八代南のインターアクトから、大阪の小学校へ提供いただける 

当クラブとしても支援する。予算を上限２０万で決定、詳細は継続検討 

【報告・討議事項】 

  １. 4/25合同情報集会開催について 

    →船場が主担当。主として新入会員向けの講習。講演も当クラブ数名で担当 

     2. 4/25体験例会について 

→現在 1名が参加予定 

    3. 5/23職場見学について 

→大嶋会員の拠点見学。コロナの状況を踏まえる 

    4. 5/30創立 34周年記念例会について 

→ゲストは珠まゆらさん。他のゲストへ含めた謝礼や会場準備含めて 20万程度の予算内で実施 

    5. 他クラブへ例会参加等の費用負担について 

→規程情報研修委員会で詳細検討 

    6. 4/18社会奉仕フォーラム  

大阪府赤十字血液センター 献血推進課 國和昌浩様 寺本百合子様 ２名来訪 

 

【その他】 

   来年度地区補助金は申請済み（フィリピンセブ島の資材支援） 

   シンガポールとの共同事業で、新潟県の棚田事業を検討。6月に現地見学予定 

 

 

 

                           ☆次回４月２５日（月）例会予定 

                     ・体験例会 

                     ・懇談会 ３１階「カトレア」 １３：４０～１４:４０ 

                     ・合同情報集会 ３２階「スカイテラス」 １８：００～２０：３０ 


