
 

 

第１４６１回 例会 ２０２２年 (令和４年) ７月１１日 

 

前回（７月４日）例会記録  

◇プログレス 岡本  茂 ＳＡＡ 

 

１．来客紹介  

  ゲスト： ０名 地区外： ０名 地区内： ０名 合計 ０名 

  

２．７月お誕生月会員お祝い 

 

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム                         （本日のプログレス 岡本   茂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  職業奉仕委員会 ・ 社会奉仕委員会 ・ 青少年奉仕委員会 

○ イニシエーションスピーチ 大島 弥生 会員 

○ 第１回ＳＡＡ委員会 ４階「孔雀の間」 １１：４５～ 

・たちばな 

・月 

・花いちもんめ 



 

３．会長の時間  中村  一 会長 

 

新年度がスタートしました。これからの 1年間はどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

この 1年間の会長の時間は、ロータリーに関すること、映画のお話、音楽、スポーツなどについてお時間を頂きたいと存じ 

ます。皆様にとってためになる楽しい時間となるよう心掛け努力して参ります。 

さて、コロナ禍が 3年目に渡り日常が大きく変化しておりますが、コロナ禍前の日常を取り戻すという発想ではなく、今の 

日常を前に進めていくことが大切ではないかと思います。 

ロータリーでのクラブ運営と奉仕活動も過去内容に戻すことに注力するのではなく、是非とも現状から先へ進めていきたいと

思います。この考え方が今後のあらゆる社会情勢の変化にも対応するなかで必要ではないでしょうか。私は今月 61 歳となり

ますが、ようやく人生に山あり谷ありを言える人に少し近づいた気がします。諸先輩の皆様にとっては既に多くの経験をされ

てこられたことを、この会長を仰せつかった立場で更に学ばせてい頂けますと幸いでございます。また、ご入会浅い皆様 

からも是非とも先に進めるクラブづくりをご教示頂けますようお願い致します。どうぞ皆様よろしくお願い致します。 

 

４．ニコニコ報告  小島 常男 親睦委員 

岡野 会員・・・・今年度１年間、よろしくお願い致します。 

俣野 会員・・・・中村会長、岡野幹事、雨降って地固まる。全員でサポートします。よろしくお願いします。 

宮原 会員・・・・新しいスタートをお祝い致します。 

林  会員・・・・急な会長エレクト拝命しました。なんとか頑張らせて頂きますので、宜しくお願い致します。 

小山 会員・・・・ガバナー補佐の仕事がはじまりました。協力よろしくお願いいたします。 

北野、新川、篠藤、坂本、平山、大島、天野、中西、竹内、小島、大嶋、野田、清水、中井、岩崎、塩尻、 

片岡、洪、中嶋、中村、井澤、岡本（真）、澤田、山川、原山、 

各会員・・・・中村会長 岡野幹事 新体制のスタートを祝して 

塩尻、中川、中村、各会員・・・・７月お誕生月 

伊藤、竹内、両会員・・・・７月創立記念日 

岡本（真） 会員・・・・７月結婚記念日 

 

５．出席報告 岡本  茂 ＳＡＡ 

会員総数 ３８名 出席率計算会員数 ３７名 出席会員数 ３５名（オンラインなし） 出席率 ９５％ 

第１４５８回（６月６日） 修正出席率 ９７％ 

 

６．卓 話  

 

◎ 中村  一 会長  

本年度の会長を仰せつかりました中村です。これからの 1年間は皆様のご支援ご協力を 

賜りますようどうぞ宜しくお願い致します。さて、先ず申し上げさせて頂きますのは前）会長エレ

クトの沖会員が本年度の会長として 6 月初めまでご就任される予定でしが、ご体調不良とのこと

で急遽ご辞退・退会されたことにより、6月 13日に当クラブの指名委員会でのご指名を頂き、 

また、6月20日の例会前の総会で皆様のご承認を得て会長に就任となりました。 

その後の 6月 28日に 2022-2023 年度の宮里ガバナー様・下條地区代表幹事様・新開地区財

務委員長様により会長研修の PETS（Presidents-Elect Training Seminar：会長エレクト研修セミナ

ー）を実施して頂きまして、何とか当クラブの会長となることができた次第です。このことにご協力頂きました皆様には本当に

感謝申し上げます。また、６月時点では既に理事・役員・委員長・委員は既に決定されており、皆様の活動方針も決定されて

おります。 

このような経緯から私としましては、前）沖会長エレクトの活動方針も重視しながら私の方針も加えた内容で会長を勤めて参り

たいと考えております。当クラブでも次年度の会長が 6 月に変更となる大変稀なことが起こりましたので、繰り返しとなります

が、この１年間を岡野幹事とともに一生懸命に役割を勤めて参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 



 

◎ 岡野 秀章 幹事 

 

「楽しく・仲良く」をサブスローガンとして、今年度１年間、親睦活動・奉仕活動を楽しく 

やりましょう！親睦活動はもちろんですが、奉仕活動も楽しくやってこそ、ロータリークラブとして

の活動に意義があると思います。 

どのプロジェクトを実施するかの順位付けや、予算の件など課題は多いですが、楽しんで 

やることを常に念頭に置いて検討していきたいと思います。 

 

                           

  ・・・ クラブ運営フォーラム ・・・ 

                    令和４年７月４日（月） 於：セントレジスホテル大阪 

 

〇クラブ運営部門 岡本 真太郎 委員長 

委員会の方針 

会長方針に沿った形でクラブ運営を致します。 

クラブ運営委員会としては、それぞれの委員会が世代を超えた融和に配慮した活動をして頂くよう

お願いしたいと思います。とりわけ親睦委員会におきましてはチャーターメンバー世代の方々も 

新入会員世代の方々も楽しさや喜びが共有できるような親睦活動に留意して頂きたいと思います。 

会報広報委員会においては R Iでも地区でも会報広報にはかなり力を入れていく方針のようです。

当クラブでもロータリークラブのアピール方法手段について考えて頂きたいと思います。 

規定情報研修委員会では入会年度の長い会員に対して最近入会された会員の方々が気軽に 

ロータリークラブについて意見交換ができるような研修企画を考えて頂きたいと思います。 

計画項目 

・クラブ運営に含まれる４委員会の委員長と早期に意見交換を交わし、各委員会の方針や計画に統一性を持たせていきたい

と思います。 

 

〇会報広報委員会 天野 大樹 委員長 

 本年度会報広報委員長を仰せつかりました天野でございます。 

本年度の取り組みとしては昨年の中西前委員長より引き継ぎました。 

マイロータリー登録数を８０％以上に増やすように取り組んでまいりたいと思っております。 

若手の会員を中心にまだ、登録されていない会員には追ってご案内させて頂きますので 

ご協力の程宜しくお願い致します。また今年度は会員増強につながるような当クラブの様々な 

情報や魅力を、各委員会と連携を密にして、各委員長の皆さんにはご協力の程宜しくお願い 

致します。最後に１点ご報告です。 

ホームページの更新作業などを委託しております業者の通信設備の関係（不具合）で当クラブのホームページがまだ 

更新されておりません。現在復旧に向けて動いて頂いており、今週末には新年度版へ更新する予定になっております。 

 

〇クラブ規定情報研修委員会 宮原  彰 委員長 

 

「委員会の方針」 

１，新しい会員とベテラン会員が年齢差を乗り越えて、親しく交流出来るクラブを目指して、 

炉辺会合的な情報集会を開催し、新人会員の教育と親睦に努める。 

２，国際ロータリー の定款、細則の適切な運用に務め、細則の変更通達は速やかにお知らせ   

する。 

３，船場ロータリークラブの規定・細則を確かめ勉強し、今後のクラブ運営に役立ていく。 



 

「計画項目」 

① 必要に応じて規定・細則の見直しを行う。 

② 新入会員の教育と親睦を兼ねた、クラブ内研修会を継続して行う。 

③ 大阪心斎橋ロータリークラブとの合同情報集会を開催（次年度は心斎橋ＲＣの主催）。 

 

 

〇親睦委員会 藤井 宏明 委員長 

 

２０２２-２０２３年度の親睦委員会の方針としては、会長方針に基づき仲間への感謝、家族への 

感謝を大切に、その絆が深まるような行事を企画実施していきたいと考えています。 

ただ、新型コロナも依然として収束していない中での各行事を開催する事が想定されるため、 

会員やご家族の皆様が安心して参加できるよう、安全に配慮しながら準備をすすめて参ります。 

手作り感のある行事を企画し、会員相互の親睦が深まるよう取り組んで参りますので、皆様の 

ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

〇会員増強委員会 中井  崇 委員長 

 

この度会員増強委員長に就任いたしました中井です。 

会員増強について、私は何の経験も見識も持ち合わせておりません。そこで、まずは過去から学び、

地に足をつけた活動を行って参りたいと考えております。 

ここ数年、会員増強活動は着々と成果をあげ、若手会員が順調に増加しております。そのような中、

ここ数年の会員増強活動がうまくいっている原因はどこにあるのかについて、いろいろな方からお話

をお聞きして分析し、次の会員増強活動に生かして参りたいと考えております。 

先日、まずは手始めに大島弥生会員から、どういう経緯で船場ロータリークラブに入会されたのか

についてお聴きいたしました。 

大島弥生会員によると、澤田会員や小島会員から誘われて体験例会に行くことになったが、体験例会に参加したらそのまま

の流れで入会になるということは知らず、あれよあれよというまに入会してしまったとのことでした。この話と私自身との経験と

を照らし合わせたところ、やはり体験例会というのが近年の会員増強を語る上での大きなカギになってくることを実感いたしま

した。もちろん体験例会に来て頂くまでは、各会員の人脈や誘い掛けにすがらざるを得ないのですが、一たび体験例会に

来て頂いた方を、いかにスムーズに入会につなげるかが大事だと思います。 

これは、「あれよあれよ」という流れを作るシステム上の問題だけではなく、やはり体験例会において船場ロータリークラブの

雰囲気のよさを感じて頂くことが重要です。そのためにも、体験例会では参加者が楽しく船場ロータリークラブを知って頂け

る企画を準備する必要がありますし、そして何より、取り繕った雰囲気はすぐにばれますので、普段から会員同士がコミュニ

ケーションをとって、楽しいクラブライフを送ることが大事ではないかと思います。 

今年度も複数回体験例会を実施したいと思いますが、会員の皆様方には体験例会を一つの時期的目安として、勧誘活動を

行って頂ければ幸いです。 

先日、「女子会」なる会合の写真を拝見いたしましたが、大変な活力を感じました。このグループが、今後自然増殖していっ

て頂きますことを、特に期待しております。以上、体験例会の企画など、目の前の課題に取り組むと共に、「会員増強は一日

にしてならず」の精神のもと、クラブの雰囲気づくりのため地道な交流活動にも励んで参りたいと考えております。 

皆様におかれましても、何卒会員増強活動に絶大なご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

                

 



 

☆☆☆ 2022～2023年新年度会員懇親会 ☆☆☆ 

                 令和４年７月４日（月） 於：セントレジスホテル大阪 

 

                                            司会 藤井 宏明 親睦委員長 

 

◎ 開会挨拶  中村  一 会長 

 

◎ 乾 杯    小山 章松 ガバナー補佐 

 

◎ ご挨拶 
藤井親睦委員長の司会により、突然の指名にも関わらず、多くの 

会員の方に新年度に相応しい有意義なお話をして頂きました。 

 

◎閉会のご挨拶  岡本 真太郎 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   ７月理事会報告  

 

 

 

 

 

                ２０２２年７月４日（月） 於：セントレジスホテル 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（7/11実施）  ⇒実施予定につき承認 

3.大丸のお中元について  ⇒承認（例年どおり） 

  例年（宛先）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）  

4.事務局員の夏季賞与について  ⇒承認（例年どおり） 

5.今年度 当クラブ「ロータリー賞」 目標について ⇒原案どおりで承認 

6.2024年（令和6年）IM5組ロータリーデー準備  ⇒実行する組織を作ること、組織の委員長の人選を会長、 

副会長、幹事、副幹事に一任することにつき承認 

【報告・討議事項】 

1. 新入会員歓迎会（7/27開催）  ⇒18：30～「とらふぐ屋」 

2.夏の家族懇親会開催について（藤井委員長）  ⇒新型コロナウイルス感染症が漸増傾向にあることから 

7月、8月の開催は見送り。9月～10月での実施について状況を見ながら適宜判断する。 

3.クラブの収支状況 ⇒2015年6月末から 2022年 6月末までの各期の繰越金残高の推移に関する説明 

 

【その他】 

1.体験例会日の変更 ⇒8/29から 8/22に変更 

2. 委員会等開催について ⇒今年度から別室を借りると使用料が発生するため、極力、例会開催日の 

例会前に例会会場で行うよう協力して欲しい。 

 

 

 

 

          ☆次回７月２５日(月)例会予定 

          ・委員会卓話：国際・R財団・米山・SAA・クラブ戦略 

          ・第１回奉仕活動検討プロジェクト委員会 ７階「フォンタナ」11：30～ 

           例会場は７階「フォンタナ」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


