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会長挨拶	 伊藤会長

本日は、クラブ協議会の開催となります。
国際ロータリー第2660地区第 2 組ガバナー補佐　
伊藤智秋様宜しくお願い致します。
第 １回会長杯ゴルフコンペに参加して参りました。
天候は曇りのち晴れ、成績は１0位でした。
スコアはいつも通りですが、なんとニアピンを 2個
取らせて頂きました。
次は、成績で上位を目指したいと思います。
ゴルフ同好会榎原幹事有難うございました。
１0月に入りましたが、１１日から入国者数の上限撤廃
や個人旅行の解禁など新型コロナの水際対策が緩和さ
れるようです。
円安もあり外国人の入国が増えていくことでしょう。
全国旅行割やチケット代を割り引くイベント割も開
始されます。
私も活用したいと思っています。
コロナで打撃を受けた業界も少しはよくなっていく
のではないでしょうか。
Withコロナを続け、来年には元通りになってほし
いと願います。
それでは最後に、健康情報をお伝えしたいと思います。
醤油、お酢に続いて本日はお味噌です。
これも本物は発酵調味料です。
大豆と塩、そして少量のお水で作り、発酵させるこ

とでアミノ酸の味でまろやかなお味噌ができます。
最低でも熟成に 2年はかかるのは本物です。
安いお味噌は大量生産で作った化学調味料ですので
気をつけて下さい。
本物の味噌は腸内環境を喜ばせ健康へ導きます。
ぜひ、身体にいい発酵調味料を使って下さい。
ご参考まで。

ゲスト紹介	 親睦活動委員会　木田委員長
本日は高槻RCより伊藤智秋ガバナー補佐様にお越
し頂いています。本日のクラブ協議会宜しくお願いし
ます。
また、米山奨学生のエランバム, ガントイビ様にも
お越し頂いております。

幹事報告	 橋本（芳）幹事

１  ．先週2022年 9 月26日に開催されました理事会報告
承認事項としまして、１１月プログラムが承認されま
した。
　 　クリスマス移動家族例会の一部が承認されました
ので、親睦委員会から案内があると思いますのでお
楽しみにしてください。
　 　今日、持ち回り理事会にて江坂エスコタウンイル
ミネーションの件が承認されました。
　 　例年通り 2 口（ １ 口 5,000円）合計１0,000円を協
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次回の例会

第1865回例会　令和 4年10月24日
今週の歌　「�Imagine」
卓　　話　「世界ポリオデー「End�Polio」」
　　　　　　地区ロータリー財団委員会
� 清水　良寛（会員）�委員



賛します。
2  ．地区大会のご案内、2022－23年度のクラブ概況、
ロータリーの友１0月号、宮里唯子ガバナー公式訪問
の件、選考委員会のお知らせ（資料は当日お渡しし
ます）をBOXに入れました。
　 　協賛をしましたスイタフェスタ2022からお礼の手
紙を頂きましたので回覧させて頂きます。
3  ．来週１0月１0日は、祝日の為休会ですので、お間違
いの無いよう宜しくお願い致します。
　 　１0月１7日は写真撮影がありますので、１7時30分ま
でにご集合下さい。
4．会員並びにご夫人のお誕生日のお祝い
　　１0月お誕生日の会員並びに夫人のご紹介です。
　　１0月結婚月のお祝いをお送りしております。
5  ．米山奨学生エランバム, ガントイビさんに伊藤会
長より奨学金の授与がございます。

出席報告	 出席委員会　島倉委員長

●会　員　数　4１名　　出席会員数　38名
●来　　　客　 2  名　　本日の出席率　97.44％
● 9月１2日の出席率（メーキャップ含む）１00％

国際奉仕委員会	 仁科委員長

国際奉仕の炉辺談話を下記の内容で開催したいと思
いますので、皆様のご参加お待ちしております。
日時：令和 4年１１月１１日（金）　１8時～20時
場所：新大阪江坂東急REIホテル　 3階
会費：6,000円
題目：「クラブにおける国際奉仕活動の今後の在り方」

米山記念奨学会委員会	 瀬川委員長

本日、瀧川健一朗会員、田中会員、橋本徹也会員、
小川会員より寄付をいただきました。ご協力ありがと
うございました。

ロータリー財団委員会	 長屋委員長

本日、坂口会員、橋本幸治会員、瀬川会員より特別
寄付をいただきました。ご協力ありがとうございました。

米山記念奨学生報告
	 エランバム, ガントイビ 様

先月の26日から学校が始まりました。今週がまだ 2
週目なのに課題が多いです。これからも頑張って行き
ます。

ゴルフ同好会	 榎原会員

9 月28日に第 １回伊藤会長杯ゴルフコンペを太平洋
クラブ六甲コースで開催致しました。
すがすがしいゴルフ日和の中2１名の参加があり和気
あいあいと楽しめました。 3 位は瓜生会員、 2 位は
木下会員、栄えある優勝は長屋会員でした。
１0月26日は吹田RC主催の吹田 5 RC親睦ゴルフコン
ペを宝塚ゴルフ俱楽部で開催しますので参加の１0名の
メンバーよろしくお願い致します。
第 2回伊藤会長杯ゴルフコンペを１１月１6日に小野ゴ
ルフ俱楽部にて開催致しますので奮ってのご参加をお
願い致します。

ニコニコ箱	 荻田SAA

●尾家パスト会長　長期欠席のお詫び。結婚記念日お
祝花ありがとうございました。
●長屋会員　ゴルフ優勝させて頂きました。
●福原会員　欠席のお詫びとして。
●木下会員　伊藤ガバナー補佐、本日はよろしくお願
い致します。
●青木パスト会長　伊藤智秋ガバナー補佐をお迎えして。
●橋本（芳）会員　伊藤智秋ガバナー補佐をお迎えして。
●井伊パスト会長　伊藤ガバナー補佐、本日はよろし
くお願い致します。
●阿部会員　ガバナー補佐をお迎えして。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱  3１,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱  420,000円

クラブ協議会
　　　　RI第2660地区IM第 2組
  伊藤　智秋 ガバナー補佐

日時：2022年１0月 3 日１8時30分～１9時
場所：新大阪江坂東急REIホテル 3 F）
  司会　幹事　橋本芳信
  議長　会長　伊藤泰充
  議事録担当　第一幹事　坂本一成

議長挨拶  伊藤　泰充 会長

それでは、第 2回クラブ協議会の開催です。
伊藤智秋ガバナー補佐、宜しくお願い致します。
先ほど、例会前に伊藤智秋ガバナー補佐との懇談で
お聞きした、衛生クラブの使い方についてお話があり

卓　　　話



ました。
興味を持ちましたので、衛生クラブについて調べて
みようと思います。
それでは皆様、宜しくお願い致します。

本年度の活動方針  伊藤　泰充 会長

「ロータリアンの健康増進、そして活動を楽しみ、変
化を！」
①ロータリアンの健康増進
　人生１00年時代、健康で長生きすること。
　ロータリー活動を行うには健康が第一と考えます。
 　毎例会にて健康情報をお伝えしており、ちょっと
した知識レベルを上げることが重要となります。
②活動を楽しむ
 　コロナ禍で自由に行動ができない状況が続きまし
たが、本年度からは楽しい例会はもちろんのこと、
家族例会に力をいれ活動を楽しむこと。
 　そして、ロータリアンの親睦のためにも、ゴルフ
コンペや甲子園野球大会など。
③変化を！
 　多様性を求めるには、まず女性会員の増強が必要
だと考えています。
 　会員増強はどのクラブも課題となっているようで
す。
 　特に女性会員を増やすことは難題でありますが、
諦めずに進めていきたいと思っております。

クラブ奉仕  榎原　一滋 担当理事

会長テーマ「ロータリアンの健康増進、そして活動
を楽しみ、変化を！」を実現するため「コロナ禍」に
負けず、全会員が活動してクラブを盛り上げていける
ように、各委員会と話し合い奉仕活動を行います。
出席委員会は出席率１00％を継続し、例会欠席の食

事の無駄をなくしていきます。
クラブ会報委員会は記録委員会と連携し、ホーム
ページとリンクさせながら、さらに良い会報誌を作成
します。個人情報のチェックを行い、写真を多用し伝
わりやすく工夫します。
親睦活動委員会は会長方針に基づき会員及び会員家
族の親睦を深めていきます。家族例会・炉辺談話の設
営、例会の受付及び関連対応、冠婚葬祭における諸対
応を行っていきます。
会員増強委員会は高齢者会員の退会に備えるととも
に、有職者新入会員・女性会員を増強し１0％目標の早
期達成を目指します。青年会議所及び商工会議所青年
部OBの卒業生の勧誘、業界や異業種交流の場での勧
誘を促進します。
プログラム委員会は積極的例会参加を促し昨年度の

卓話者や卓話テーマを継続したプログラムを目指しま
す。また地区委員会・関係者に卓話をお願いして地区
を近くに感じてもらえるプログラムを実施します。
Web会議推進委員会はコロナ禍で培ったハイブ
リット例会をさらに進化させ、感染症を含めあらゆる
疾患への対策で例会場に足を運べない「会員及びビジ
ター」にWeb出席頂くことを目的として活動しま
す。例会をWeb配信し外部卓話者もWebで参加・卓
話頂き、ビジターもWeb参加可能としたいと考えます。
記録（IT・広報含む）委員会は例会や事業の模様
が伝わるように記録します。ホームページやSNSへの
掲載発信、公共イメージ向上企画の検討・実施、マイ
ロータリー登録率１00％を維持します。
クラブ研修・規定情報委員会はクラブの定款・細則
及びクラブビジョンに関する会員の関心、理解を深め
RI規定審議会の動向を感知し速やかな伝達を行って
いきます。
音楽委員会は月初は君が代と奉仕の理想、 2週目で
四つのテスト、最終週は我らの生業、第 3週はジョン
レノンのイマジンを皆さんと英語で歌いたいと思います。
１0月24日の世界ポリオデー「END POLIO」の日に

地区ロータリー財団委員清水良寛会員の卓話がありポ
リオについて考えたいと思います。

職業奉仕  清水　大吾 担当理事

今年度の職業奉仕は伊藤会長方針の「ロータリアン
の健康増進、そして活動を楽しみ、変化を！」に則
り、未だコロナ禍ではございますが、大胆に思い切っ
て取り組んでまいりたいと存じます。具体的計画は主
に 5点掲げております。
・ 「職業奉仕とは？」をテーマに掲げ、今一度突き詰
め、ロータリアンの真の職業奉仕を考える機会を設
ける。
　 炉辺談話や職業現場か施設の視察を含めた懇親会な
どを企画して様々なご意見を集めて考えていきたい
と思います。
・ 過去の職業奉仕事業をまとめ、新たな事業を検討す
る。
　 コロナ禍ではありますができる事業を検討していき
たいと思います。
・ 地区職業奉仕委員会とも連携して、 １月の職業奉仕
月間に卓話を実施する。
・ 健康増進にも繋がる楽しい職場体験、出前授業を検
討し実施する。
　 現在も職場体験を継続して頂いている会員会社様を
確認し、拡大していきたいと思います。また地域学
校とも相談しながら健康増進、特に食に関する出前
授業を検討していきたいと思います。伊藤会長にも
お知恵を頂き、有機野菜を使って食事をつくるなど
の職場体験や出前授業を模索していきます。



・ ホームページ上の「私の職業タウンページ」を更新
し充実させていきます。
　 皆様へ更新の確認を今後させて頂き、有効活用でき
るよう整備していきたいと思います。
8月に行われましたクラブ職業奉仕委員長会議に出

席させて頂き、非常に参考になる事例紹介などを勉強
させて頂きました。まだまだコロナ禍の厳しい状況で
様々な制限はございますが、地区の皆様のお知恵も借
りながら、積極的に行動していきたいと思います。

国際奉仕  仁科　直樹 担当理事

国際奉仕委員会としては、伊藤会長の「ロータリア
ン健康増進、そして活動を楽しみ、変化を！」方針に
基づき活動しております。
主な活動として、2007年より行っております友好ク
ラブ ナコンパノムRCとの共同事業でありますCWP
（クリーンウォータープロジェクト）定義：＜タイ国
東北部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＞が１6年目を迎え、実施
校が30校になります。本年度は地区補助金を活用し、
2 校へCWPを実施いたします。コロナ禍で現地に赴
いての行事が行えるか流動的ですが、2023年 2 月に実
施する予定です。
姉妹クラブにスリランカ・コロンボセントラルRC
があるのですが、スリランカの国政が非常に不安定な
為、連携が難しい状況です。
国際奉仕事業はコロナ禍のフェーズに左右されると
思いますが、コロナだから活動できないというような
事がないよう状況に応じ、臨機応変に対応してまいり
たいと思います。
ロータリー財団活動は年次基金１60ドル/人以上、ポ
リオ寄付は50ドル/人以上、地区目標に掲げられてい
ます恒久基金30ドル/人のクラブ目標に対し、年間一
人以上のベネファクターの寄付推進と会員一人あたり
１0ドル/人の寄付活動を行っています。

青少年奉仕  福原　　斉 担当理事

青少年奉仕委員会は、会長の基本方針「ロータリア
ンの健康増進、そして活動を楽しみ、変化を」に基づ
き、青少年との交流・奉仕を通じて、青少年の人間的
成長を支援し、健全な青少年の育成と地域社会への貢
献に努めるよう活動を行います。
具体的な計画としましては
・ 令和 3・ 4年と、 2年間新型コロナ感染症対策のた
め残念ながら中止となっております、大相撲木瀬部
屋の力士と共に地元の幼稚園、小学校を訪問しての
園児・小学生との交流活動を、来年の大阪場所のタ
イミングで開催を予定しております。来年春にはこ

のコロナ禍がどうなっていて、大相撲が大阪で開催
されるのかはわかりませんが、開催された場合は、
感染対策に十分に配慮した形になるかとは思います
が、今後とも地域の子どもたちとの交流を深めてま
いりたいと思い、現在は計画中であります。
・ 再開されました、秋のRYLA及びニコニコキャンプ
への協力を推進したいと思います。
・ 社会奉仕委員会のジャンボ将棋を活用して、 8月中
旬に地域と連携したジャンボ将棋を使った企画を協
賛をいたしました。そのほかの小中学校に対しても
将棋大会や、社会奉仕担当理事の近藤会員と連携
し、大人と子供共に楽しめる企画を進めていきたい
と思っております。
米山記念奨学会委員会は、米山基金の募集を継続的
に行っていき、米山奨学生のカウンセラーを行ってい
ます。月初の例会に参加いただいています、インドか
ら来られたエランバム・ガントイビさんへのフォロー
を行っております。

○青少年交換委員会
来年度から再開が予定しております。学業研修を希
望する方が、当クラブでいないか確認し、居れば適切
な対応をいたします。

社会奉仕  近藤　　亘 担当理事

今年度の伊藤会長の「ロータリアンの健康増進、そ
して活動を楽しみ、変化を！」をテーマに、従来から
の社会奉仕活動は、大きく 4つあり、新年度初日の 7
月 １日から活動し実施済みも織り交ぜながら報告させ
ていただきます。
１．クリーンデー
月初 １日に出勤前の早朝、江坂駅周辺の清掃活動を
実施しており、伊藤会長から「環境保全」として指示
されて、江坂企業協議会と連携し交互に隔月で担当し
継続実施しております。
・ 7月 １日は当クラブ主催で会員１１名参加。
・ 8 月 １ 日は江坂企業協議会主催で当クラブ会員１0
名。江坂企業協議会は約200名程度参加。
・ 9月 １日は当クラブ主催で会員 9名参加。
　 以後、当クラブは１2月、 3月、 6月、江坂企業協議
会は１１月、 2月、 5月を主催で計画しております。
2．ジャンボ将棋
昨年、地区補助金で作成し吹田市浜屋敷に寄贈し
た、ジャンボ将棋を有効活用して吹田市内小中学校に
将棋の面白さや集団活動の楽しさ伝える為に、青少年
奉仕と共同奉仕事業として活動しております。
・ 8 月１7日に夏休み中の江坂大池小学校で、江坂大池
公民館と協賛で実施。
　 学校側は生徒24名と教職員他含み 5名で計29名参加
し、当クラブ会員１0名参加で実施しました。



　 コロナ禍で夏休みの最中では在りますが、生徒も楽
しく有意義な時間が過ごせたと思います。
青少年奉仕と共同で今後、市内の小中学校に呼びかけ
実施したく考えております。
3．献血活動
会員企業の協力を得ながら日本赤十字血液センター
と共催で例年 8月と 3月の年 2回の献血活動を実施し
ております。
・ 8 月25日実施、協力企業のみならず近隣企業や住民
も参加し、献血受付者40名、
　採血者32名、当クラブ会員 7名参加。
4．大阪府交通安全無事故・無違反キャンペーンの参加。
ロータリアンの交通安全意識を高め、模範となる様
に実施しております。今年度は１4名の登録が有り、１0
月 １ 日～ 3月3１日までの 6か月間、無事故・無違反コ
ンテストが実施されます。

○新たな取り組みとして
5．生活に困窮している子供達への支援
9月１7日実施された地区国際・社会奉仕合同委員長

会議でも、宮里ガバナーからも各クラブ委員長に対し
テーマとして考えるようにご指示の有った内容です
が，当地域で本当に継続支援が必要な所を見つけ、年
度内の実施を目標にチャレンジしたいと考えておりま
す。

講評及び御挨拶
  伊藤　智秋 ガバナー補佐エレクト

コロナで明け暮れていた 3年弱、また以前の活動が
取り戻せる気配がしてまいりました。
とはいえ、まるまる 2 年以上、WEBによる地区大
会や研修会、IMロータリーデーなどが続き、奉仕活
動の停滞を余儀なくされ、「以前」というのを忘れて
しまっているこの頃です。
今年度は「新しいロータリーが誕生する」つもりで、
明るく楽しい日々を取り返していきたいと思います。

◎ 国際ロータリー第2660地区では、「ガバナー補佐」
は、「ガバナー公式訪問」の 2 週間前に各クラブに
お伺いをして、ガバナーに報告することになってお
ります。
・ 本日「ガバナー公式訪問のための「クラブ現況報告
書」兼「確認書」がガバナー事務所から各クラブに
送られて参りました。
・ 当日お伺いする時には、１5分前にお邪魔して「ガバ
ナー公式訪問のための「クラブ現況報告書」兼「確
認書」の内容確認をさせて頂きます。
ガバナー補佐はクラブと地区の橋渡しをする役目を
担います。

ご要望により事前打ち合わせを先ほどさせて頂きま
した。
最後に大阪のロータリークラブ結成１00周年のPR映

像を流させていただきます。
・ 来年度は「フレッシュロータリアン研修」が復活し
ます。
IMを担当される茨木東ロータリークラブさんに開
催のご尽力をお願いいたしております。

◎ PETSでガバナーエレクトからお話がありましたよ
うに
・ 来年度よりローターアクトが私達ロータリークラブ
と同等の扱いとなります。
　（会費の支払い義務、出席義務、補助金申請の権利）
・ 「大阪のロータリー１00周年を祝う」年です。関連の
行事をして下さい。
　 その取り組みの達成状況を地区大会までに報告いた
だきたい。達成度に合わせて地区大会にて発表して
いく予定です。
できるだけ高い目標を設定頂いて達成目指して取り
組んでいただきたいというのが本年度宮里ガバナーの
思いです。よろしくお願いします。
・ １0月24日「世界ポリオデー」に合わせたイベントも
お願いします。
9月でも、１１月でもよいので、クラブ内と世間の皆

様に向けた発信をお願いします。
ポリオは新型コロナやインフルエンザとは違い古い
ウイルスなので今以上の変化は起こらない。特効薬は
開発されていないのでワクチンの重要性が顕著でそれ
によって根絶することができる。是非ともそこに向け
た取組の推進をお願いいたしたい。
・ 2022－2023年度RI会長のイニシアチブ、最優先項
目はDIVERSITY・EQUITY・INCLUSION～多様
性・公平性・受容～です。
・「ロータリー賞」を狙って下さい。
・ マイロータリーの登録は全員１00％登録されていま
すので先頭に立って各クラブを引っ張てほしい。
今後増々、皆様へのご連絡や確認事項、配付資料等
が第2660地区のホームぺージ、マイロータリー等から
取得して頂く場面が増えますので、必要になってきま
す。
・2022－23年度寄付目標は
　ロータリー財団寄付目標年次基金寄付  ＄１50
　ポリオプラス基金寄付  ＄ 50
　恒久基金寄付  ＄ 30
　ロータリー米山奨学会寄付目標  ￥30,000 .-
最後に１0周年PR映像をご覧ください。
ありがとうございました。冒頭、伊藤会長のご挨拶
にもありました通り皆様におかれましては健康に十分
ご留意されて頑張ってください。



イマジン ロータリー

榎原　一滋 クラブ奉仕理事 清水　大吾 職業奉仕理事

仁科　直樹 国際奉仕理事 福原　斉 青少年奉仕理事

近藤　亘 社会奉仕理事 伊藤　智秋 ガバナー補佐


