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4つのテスト

1. 真実かどうか
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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1856回例会 令和 4 年 8 月 1 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「前年度事業報告」

木下 基司 直前幹事
「前年度決算報告」

坂本 一成 直前会計
「前年度会計監査報告」

橋本 徹也 直前会計監事
「今年度予算案」

清水 良寛 会計

第1857回例会 令和 4 年 8 月 8 日
今週の歌 「 4 つのテスト」
卓
話 会員増強及び新クラブ結成推進月間
「
（女性）会員増強について」
大阪西南ロータリークラブ 古澤みちよ 様

前回の記録
会長挨拶

が経過しました。
なんとか今まで経営者の端くれとして続いています。
次は40年を目指してチャレンジしていきたいと思い
ます。
ロータリーは楽しくないといけない。

伊藤会長

本日の秋の移動家族例会の募集が始まりました。
今回はリッツカールトン大阪です。
ぜひ、ご家族も多く参加されることを期待しており
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。今日は「油、サラダ油」についての話です。
前回、塩の話をしましたが、精製された塩は身体に
よくない。
サラダ油も精製されたものです。
この油は加熱することで酸化し、腸の壁を錆びさせ
動脈硬化の原因となるようです。
出来るだけ精製された油は取らないようにしましょ

今日は天神祭が 3 年ぶりに復活しました。

う。

平安時代951年が始まりのようで、1000年ほど前の
ことです。
毎年 7 月24日が『宵宮』で、 7 月25日が『本宮』で
す。大阪天満宮にまつられている菅原道真の御神霊に
市内の繁栄ぶりを見ていただき、今後のさらなる繁栄
を祈願するための祭りのようです。
なお、少し残念ですがコロナ禍の影響で『船渡御』
と『奉納花火』が中止のようです。
そして、私ごとですが、本日は特別な日なんです。
1987年（昭和62年）の 7 月25日に江坂で起業し35年

西村音楽委員長指揮の下 歌の時間







ゲスト紹介 親睦活動委員会 木田委員長

お誕生日のお祝い

本日はメークアップとして茨木RC所属でRYLA実

会

員
荻田会員
榎原会員
坂本会員
仁科会員

行委員会副委員長の土方慶之様と委員の加藤眞一様が
2022－23年度秋のRYLAセミナーのPRでお越し頂き
ました。

8月

会員夫人
瀧川（健）会員夫人
村井会員夫人
坂口会員夫人
西村会員夫人



幹事報告

橋本
（芳）
幹事

社会奉仕委員会

近藤委員長

8 月 1 日（月）江坂企業協議会主催のクリーンデーが
実施されます。
参加可能なクラブメンバーは是非ご協力お願い致し
ます。
7 時30分に江坂公園カスケード前に、ご集合よろし
くお願いします。

1 ．本日例会終了後は、今年度第 5 回（ 7 月度）理事
会が開催されます。

米山記念奨学会委員会

瀬川委員長

本日、木下会員、堀会員、西村会員より特別寄付を

 今年度理事並びに役員の方はご参集頂きますよ

いただきました。ご協力ありがとうございました。

う、宜しくお願い申し上げます。
2 ．2022－23年度秋のRYLAセミナーのチラシ、 8 月
分の卓話予定表をBOXに入れております。

ロータリー財団委員会

長屋委員長

3 ．先日、新井パスト会長のご夫人宛てに、俳句同好

本日、木下会員、橋本（芳）会員、由上会員、田中会

会の弔句（ちょうく）が掲載された会報等を送って

員より寄付をいただきました。ご協力ありがとうござ

頂きました。ご夫人よりご連絡があり、俳句同好会

いました。

の方のお心遣いに大変感激されており、会員の皆様
には大変お世話になりありがとうございました。と

野球同好会

お伝えがございました。

清水（大）
会員

野球部練習日程

出席報告
●会
●来

員

出席委員会

数

41名

出席会員数

客

2名

本日の出席率

島倉委員長

35名
92.11％

● 7 月 4 日の出席率（メーキャップ含む）100％

７ 月３０日（土） １５：００～１７：００

中の島野球場A面

８ 月１１日（木祝） ９ ：００～１１：００
８ 月２７日（土） ９ ：００～１１：００

山田野球場
山田野球場

ニコニコ箱

荻田SAA

●茨木ロータリークラブ

土方慶之様・加藤眞一様

神聖な例会のお時間を拝借して申し訳ありません。
RYLA宜しくお願いします。
●阿部会員

アンの健康増進、そして活動を楽しみ、変化を！」と
言うテーマを上げられております。
伊藤会長からのご指示も有り、従来からの奉仕活動
の継続実施と新たな奉仕活動も企画し推進を出来るよ

新大阪江坂東急REIホテル様に10日間お

うチャレンジしたいと考えております。

世話になりました。
●清水
（良）
会員

結婚記念日のお花、ありがとうござ

いました。

具体的な計画と一部終了分について合わせて報告さ
せていただきます。

●堀会員 野球同好会の練習開始！全身筋肉痛です
が、楽しいですね。
●塚脇会員

従来からの継続活動計画は大きく 4 項目あります。

本日レストランのご案内をBOXに入れ

させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。
●橋本
（芳）
会員

腰の手術からやっとゴルフ練習場に

行ってきました。大丈夫でした！

１ ．月初 1 日のクリーンデー（環境保全）の継続実施。
２ ．献血活動を継続実施。
３ ．交通安全キャンペーンに参加して安全運転の意識
を高め継続実施。
４ ．クリーン・エサカの活動の後援と迷惑駐車パト

本日のニコニコ箱

20,000円

累計のニコニコ箱

152,000円

ロールに参加して継続実施。

新たな取り組みとしての活動計画は、

卓

１ ．昨年、地区補助金を利用して作成したジャンボ将

話

棋を有効活用して地域社会の人々の交流の場に有効

新年度理事挨拶

活用したいと考えております。また、子供たちに対

近藤

亘 社会奉仕担当理事

今年度、社会奉仕担当の近藤です。
今年度の社会奉仕委員会は、昨年委員長の橋本幸治
さんと家村パスト会長の 3 名で対応いたします。
当クラブの 5 大奉仕委員会の中でも社会奉仕は、新

しては青少年奉仕委員会と連携して共同事業として
企画実施致します。
２ ．私は地区委員会に出向しているために、地区と連
携した地域社会に貢献できる奉仕活動を企画実践し
たいと考えております。

年度になり直ぐに一番早く活動するため息つく暇もな
く、私としては心強いメンバーです。
皆様、 １ 年間よろしくお願い致します。

従来からの奉仕活動は、既に 7 月 1 日のクリーン
デーから始まっており当クラブ主催のクリーンデーは
11名の参加が有りました。

さて、今年度の方針ですが、伊藤会長は「ロータリ

次回は江坂企業協議会主催で 8 月 1 日に実施されま

すので、ご都合の良い方は是非ご参加よろしくお願い

えて、 9 月17日の国際・社会奉仕合同委員長会議まで

致します。

に地区社会奉仕小委員会として出来るだけ纏め上げる

また、今年度 7 月 3 日のクリーン・エサカは雨天の

予定です。

ため中止となりました。
以上が今年度の社会奉仕委員会の活動内容と一部実

今年一年、ご協力よろしくお願い致します。

施済み分の報告になります。
まだ、持ち時間が有りますので第2660地区のお話し
を少々致します。
私は当クラブから第2660地区の国際・社会奉仕委員

福原

斉 青少年奉仕担当理事

本年度の、青少年奉仕担当理事を務めさせていただ
くこととなりました福原です。

会に出向をしており、今年度の宮里ガバナーの意向で
国際奉仕と社会奉仕委員会が統合されました。
地区の方では社会奉仕小委員会の委員を担当してお
ります。

青少年社会奉仕は、 ３ つの委員会に分かれておりま
すので、各委員会について、今年度の活動について
説明させていただきます。

7 月19日に今年度第 1 回目の地区国際・社会奉仕合

まずは、青少年奉仕委員会です。私が委員長、副委

同委員会が開催されました、数年前からの懸案事項で

員長に橋本幸治会員、委員に佐藤会員というメンバー

地区社会奉仕委員会のホームページが充実していない

です。

と言う状況にあり、近々、地区から各クラブ会長と社

活動方針は、会長の基本方針「ロータリアンの健康

会奉仕委員長あてに、過去 3 年間と今年度の各クラブ

増進、そして活動を楽しみ、変化を」に基づき、青少

での社会奉仕活動内容についてアンケートの依頼が有

年との交流・奉仕を通じて、青少年の人間的成長を支

ります。

援し、健全な青少年の育成と地域社会への貢献に努め

これを地区ホームページに掲載して、今後の各クラ

ると、いたしました。

ブ社会奉仕委員長の活動計画がより活性化し参考にな

具体的な計画としましては

るように作成する予定です。

・令和 ３ ・ 4 年と、 ２ 年間感染症対策のため中止と
なっております、大相撲木瀬部屋の力士と共に地

また、前年度の吉川ガバナーから「生活に困窮する
子供達への支援」を継続テーマとして、今年度の宮里
ガバナーに申し送りされており宮里ガバナーからも地
区社会奉仕小委員会のテーマの一つとして考えて欲し
いと依頼されております。今後、これについてどの様
に対応するかも議論されると思います。これらを踏ま

元の幼稚園児・小学生との交流活動を今年は行い
たいと思います。
・ライラ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。
・吹田ローターアクトクラブへの協力を推進してい
きたいと思います。

・大阪学院大学ローターアクトクラブへの協力を推
進したいと思います。

荻田

倫也 SAA

今年度、SAAを拝命しました荻田です。

・社会奉仕委員会のジャンボ将棋を有効活用して小

「厳粛さを維持しつつ、あたたかみのある例会運営

中学校に対し将棋大会を企画したいと思っており

を行う」を今年度の活動方針としています。「規律あ

ます。

る例会」は伊藤会長の希望で、そこから「厳粛さとあ
たたかみ」という運営方針にさせていただきました。

次に、米山記念奨学会委員会です。瀬川委員長、
佐藤副委員長、村井委員という構成となっています。
方針としましては

会長をはじめ発言者が発言するときは、静粛にその
発言に耳を傾けるようお願いします。
用事等があるときは、発言が終わるのを待って、極

米山基金の募集を継続的に行っていく。

端な場合、それは例会終了後となるかもしれません

米山奨学生のカウンセラーとなる。

が、その用向きをお話しいただきますようお願いしま

です。
すでに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

す。静粛を求めるときには、注意喚起の札を上げさせ
ていただきます。
例会出席時の皆様のお席については、過去の諸先輩

行っていただいております。
・米山記念奨学金に対する会員の理解を深め、多く
の会員に寄付をいただけるようにする。

SAAの配席を参考に、私なりの趣向を入れて、親睦
がより図れるように考えていきます。

・寄付金の目標額を、30,000円以上とする

ニコニコで集めさせていただいたお金は、当クラブ

で、継続して活動を進めていただきます。

の事業活動の重要な基盤となります。
いいことがあればもちろん、なくても、少なくても

最後に、青少年交換委員会です。佐藤委員長の元
副委員長に石𥔎会員、委員に小川会員という構成です。
方針は、海外への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する。とし
ております。
おられた場合は、当クラブ内で受け入れ可能な方を
募集し、希望される方と面談していただきます。クラ

に対応をしていきたいと思います。

伊藤会長方針で、今年度の目標額は150万円です。
副ＳＡＡには、坂口パスト会長、青木パスト会長、
井伊パスト会長をお願いしております。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
余 談 で す が、SAA は Sergeant at Arms の 略 で 直
訳すれば、武装した下士官です。もとは、イギリスの

ブからの承認を受けたのち、地区へ申請します。
ただし、新型ウイルス感染症の状況を踏まえ

１ 月に １ 回はニコニコをお願いできればと存じます。

柔軟

王侯や領主が、儀式を行うに際し、厳重に武装した騎
士に警備させたことに始まります。ロータリーでは、
会場監督を意味します。

イマジン ロータリー

近藤社会奉仕担当理事

福原青少年奉仕担当理事

野球同好会練習風景

7 月23日野球同好会

荻田SAA

