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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1785回例会 令和 2 年10月12日
今週の歌 「赤とんぼ」
卓
話 「ITが未来を変える」

伊藤 泰充 会員

第1786回例会 令和 2 年10月19日
今週の歌 「見上げてごらん夜の星を」
卓
話 「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2660地区ガバナー

簡
仁一 様（茨木RC）

前回の記録
会長挨拶

由上会長

たのです。結果は通常は入れない被災地に入ることが
出来、被災民・冷凍倉庫にも水を運ぶことが出来たと

西川ガバナー補佐、茶橋ガバナー補佐エレクト、本

のことです。こういうことは、常に頭の中でリスク管

日はお越しいただきありがとうございます。後ほどの

理を考えておく必要があります。皆さんもどんなリス

クラブ協議会を宜しくお願いします。

クが有るか、その時はどう対応するかを常に考えてお

今日は「ロータリーの友」の紹介をさせて頂きま
す。活字を読むのが嫌な方は「ポール・ハリスとロー
タリー」を見て下さい。ポール・ハリスの生涯で漫画
になっています。コロナの影響下、原点を見つめるた
めには良い記事の掲載だと思います。今年の 7 月から
掲載されていますので、読んで下さい。
又、10月号の冒頭は 4 年前に地震、今年 7 月には豪
雨の被災を受けた熊本県の記事です。熊本豪雨では球
磨川を氾濫させ65名が亡くなっています。今回の災害
はコロナの影響があるので他府県からのポランティア
をお断りされていて厳しい状況があったようです。そ
んな中で地域のロータリアンやローターアクト達と
色々と頑張っている記事があります。ロータリーのよ
うな他業種の集まりというのは強みですね。
私は災害時思い出すことが有ります。運送や倉庫を
営む上場企業の話です。阪神淡路大震災の時、大阪の
社員が東京にいる責任者に指示を仰ぎました。
その責任者は二つの指示を出しました。
「ヘリを飛
ばせ、被災民に水を届けろ」と。ヘリコプターで撮影
した映像は当時の陸運局に非常に感謝されました。ヘ
リは現状把握が目的でした。被災民に水を届けるのは
表向きです。本音は冷凍倉庫に水を運ぶのが目的だっ

いて下さい。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

福原委員

本日のお客様はゲストスピーカーとしてRI第2660
地区第 2 組ガバナー補佐の大阪淀川RC西川正一様に
お越し頂いております。ゲストとしてRI第2660地区
第 2 組ガバナー補佐エレクトの摂津RC茶橋和夫様、
米山奨学生のサンダリさんにお越し頂いています。本
日は宜しくお願い致します。

幹事報告
1 ．10月誕生日のお祝いをお渡しします。

木田幹事

ニコニコ箱

2 ．第 4 回理事会報告（ 9 月28日分）

塚脇SAA

①2020年11月卓話プログラム承認

●梶山会員

ガバナー補佐をお迎えして。

②ガバナー補佐およびガバナー訪問についての内

●由上会長

西川ガバナー補佐本日はありがとうござ

います。

容の承認
3 ．米山奨学生のサンダリさんへ奨学金を授与します。

●木田幹事

ガバナー補佐をお迎えして。

●瀬川会員

母校の山田高校が昨日履正社に勝利し、

大阪 3 位に入りました。
●新井会員

西川ガバナー補佐様ご苦労様です。

●井伊会員

西川ガバナー補佐をお迎えして、本日よ

ろしくお願いします。
●青木会員

西川ガバナー補佐をお迎えして。

●尾家会員

結婚記念日記念のお花ありがとうござい

ました。

出席報告
●会
●来

員

出席委員会

数

46名

出席会員数

客

3名

本日の出席率

村井委員長

42名
93.33％

● 9 月14日の出席率（メーキャップ含む）100％

社会奉仕委員会

佐藤委員長

10月 1 日に、江坂企業協議会主催のクリーンデーが
実施されました。当クラブからは、油上会長、橋本直
前会長、本田会員、塚脇会員、阿部会員、榎原会員、
堀会員、紙谷会員、清水（大）会員、それに私、佐藤の

●木下会員

ゴルフの秋。何の仕上げも出来ないま

ま、クラブ選手権の予選でした。 7 位通過で来週、
1 回戦です。
●髙木会員

お休みさせて頂きました。

●西村会員

本日インフルエンザ予防接種受けまし

た。65才以上はタダでした。
●杦本会員

ガバナー補佐をおむかえして！

●佐藤会員

西川ガバナー補佐ようこそおいで下さい

ました。

合計10名の参加でした。多数の皆さんにご参加いただ
きありがとうございました。
次に、先月末で申し込みを締め切りました、無事

本日のニコニコ箱

41,000円

累計のニコニコ箱

355,000円

累計ニコニコB

故・無違反のチャレンジコンテストですが、合計18名

1,500円







ご結婚のお祝い

の方登録で、申し込みをさせていただきました。

近藤会員ご夫妻
小林会員ご夫妻

皆様の、無事故・無違反の達成をお祈りしておりま
す。



10月

紙谷会員ご夫妻

卓

うか？

話

唯一明るい当クラブの報告は、HPを改変中で順調

クラブ協議会

に進んでいます。

RI第2660地区 第 2 組


ガバナー補佐

西川

正一 様

→HPの改変は素晴らしいですね。
IM第 2 組の他のクラブの状況と致しましては、家
族例会や事業について、対応には賛否両論あります
が、とにかく「やってみよう！」というクラブが多い
です。（ 2 / 3 のクラブがその方向で動いている。）
他の事業でも兎に角「やってみよう！」の考え方で
進めて頂いているクラブが多数あります。
（会員拡大のお話は無し）
②職業奉仕担当理事

長屋

興

今まで地元小学校への出前授業、職場体験を行なっ
て来たが、コロナ禍で 4 月以降の授業再開後、プログ
2020年10月 5 日18時30分から19時10分開催

ラムの都合上、通常授業への影響が大きく実施出来な



いのが現状である。地区の見解で具体例が有れば教え

於：新大阪江坂東急REIホテル

て頂きたい。

1 ．挨

議長

由上

時善 会長

司会

木田

昌宏 幹事

記録

木下

基司 副幹事

ず、地区全体で出前授業と職場体験が難しくなって
いる。（特に小・中学校）
高学年＝高校で何か行動出来ないかと検討中のクラ
ブが出て来ている。地区としては、中断するのでは無

拶

く何かアイデア（アクション）を持って欲しい。途切

2020－21年度IM第 2 組


→各 学校（小・中・高）の授業日数でコマ数が足ら

ガバナー補佐

西川

正一（大阪淀川RC）

みなさん、こんばんは。IM第 2 組15クラブ中、10
番目の訪問です。

佐藤

原二

8 月から当クラブ21年継続の献血活動、29年継続で

9 ・10月の再開。これまで通年で行って来た恒例事業

2 ．理事による要望・質問
紙谷

③社会奉仕担当理事

江坂駅周辺の清掃活動「毎月 1 日はクリーンデー」も

本日は宜しくお願いします。

①クラブ奉仕担当理事

れないで欲しい。切に願っています。

幸弘

会長方針に従って行動しているが、自粛ムードの中
から苦慮している。目下の悩みは、12月のクリスマス
家族例会の開催で家族参加の例会をどの様に展開する
か考え中です。
そこで、コロナ禍での他のクラブの例会や事業の進
捗状況をお聞かせ頂きたい。
また会員拡大に於いて、コロナ禍で他クラブでは退
会者が多く出ていると聞いていますが、いかがでしょ

の継続とクラブメンバーの事業参加啓蒙へのPRに苦
慮している。
Ａ）コロナ禍の事業実施の有無の判断基準になる地区
の基準マニュアルはあるか？
→現状、地区の基準は無い。判断は各クラブの自主性
に任せている。各クラブ各々で会員構成人数が（20
人のクラブもあれば200人のクラブもあるので）違
うので、各クラブに理事会に委ねているのが現状で
す。地区としては情報発信を第2660地区のHPを通
して行なっているので、参考にして下さい。

ロータリーは機会の扉を開く
Ｂ）WEBによるオンライン例会の実施状況はどう

きます。安心して下さい。

か？ガバナー補佐自身の個人的見解も聞きたい？

他のクラブの国際奉仕事業の進捗は、各国の方針で

→オンライン例会は全体に減っております。皆さん、

入国・出国で 2 週間の隔離処置等も実施されているの

例会を積極的に開催しているが、WEBを使った配

が現状ですから、状況判断をお願いします。また、カ

信も同時に行っているクラブが多いです。私も、そ

ンボジアで国際奉仕事業を行ったクラブがオンライン

の方向で納得している。

で同日の同時刻で合わせて、贈呈式を行われたクラブ

Ｃ）コロナ禍で当クラブも比較的早い時期から例会を
再開して来たが、地区全体としてはどうか？教え

が有りました。参考になさって下さい。
⑤青少年担当理事

て頂きたい。

直樹

クラブ奉仕同様今年度会長方針に従い、行動する事

→IM第 2 組の15クラブが皆、 9 月から全てのクラブ
が通常の例会を行なっている。IM第 3 ・ 4 組には
全てを休会にしているクラブさんもあるが、前述の
第2660地区のHPに（10月から）全クラブの実施状
況、メーキャップの受け入れ状況を記したページが
出来ました。各クラブ誰でもアップ出来る様に設定
してあるので、
（どなたでも結構ですから、）入力く
ださい。また、入力がどうしても出来ないクラブさ
んは、私（西川）までご連絡下さい。私がアップさ
せて頂きます。
④国際奉仕担当理事

仁科

榎原

一滋

約13年間、タイ国東北地方のナコンパノム県の小・
中・高学校へ冷却装置付き飲料水浄化装置設置事業
（CWP：クリーンウォータープロジェクト）を既に27
校に実施しているが、本年度も地区補助金（DG）の

を原則として事業展開しようと考えております。当ク
ラブは例年の恒例事業として木瀬部屋力士さんの協力
による大相撲教室を 6 年間、地域小学校・幼稚園で実
施している。コロナ禍ではあるが、来年初旬にはとあ
る小学校へオファーし内諾済であるが、実際には未定
で、不安材料だけが念頭に来る。また今年度秋のライ
ラが中止になり、春のライラは親クラブの吹田RC主
催であるため積極的に参加を検討している。加えて我
がクラブは大阪学院大学でのローターアクトクラブの
設立並び支援の検討及び吹田ローターアクトクラブの
への協力も行なう予定としているが、全てに於いて積
極的な行動に躊躇を余儀なくされている。他クラブの
青少年奉仕活動の進捗状況等をお知らせ頂きたい。
→先 ず、第一歩として青少年奉仕事業を積極的に行
なったクラブが今の所無いので、先進的なサクセス

申請をして、既に入金頂いた状況です。

ストーリーを展開頂くクラブを待ち望んでいるのが

しかしコロナ禍、予定校 2 校に対して実施出来ず、

現状です。ガバナー補佐としてだけでは無く、個人

共同事業として参加頂いているRID3440ナコンパノム
RC（以下NPRC）も、我々が渡航できる期日で実施

的にも「やってみて頂きたい」と思っています。

し例年通り贈呈式を共同で行いたいと切望している

以上、様々な質問、提案有難う御座いました。

が、目度が立たず困っております。尚且つ、中間報告

3 ．講

評（各理事発表毎による）

も出来ず、来年 2 月28日に迫った最終報告が行えるか



不安である。報告の遅延並びに他クラブの国際奉仕事

4 ．閉会の挨拶

IM第 2 組ガバナー補佐

西川

由上議長

業の進捗状況と共に教えて頂きたい。

様々なご意見のご提示、有難う御座いました。

→GG（グローバル補助金）はロータリー財団（TRF）

今後のクラブ活動の参考にさせて頂きます。

が行なっているので期限が有るが、DGは地区の

5 ．点

鐘

DDFから捻出しているため多少の遅延は融通が効

6 ．閉

会

由上会長

正一

