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「親睦、多様性、公平性、奉仕、
リーダーシップを共に考えよう」

来 週 の 例 会

親 睦、多様性、公平性、奉仕、
リーダ ーシップを共に考えよう

■ 7月28日（木）

第1回クラブフォーラム

東輪会実行委員会

■ 例会前 第2回中長期計画委員会

例会日：2022年7月21日
( 令和4年7月21日）

■ 就任挨拶

青少年奉仕委員長 新井繁太郎

親睦活動委員長 中西 徹

会員増強副委員長 古川 靖明

衛星クラブ議長 大塚 俊彦

■ 今日の歌 「我らの生業」

ピアノ 岩島 佳子 先生

本日の例会で本年度3回目の例会です。皆様のご協力に感謝申し上げます。

最初に皆様に今年度としてのお知らせがあります、大橋パスト会長が２０２４～２５年ガバナー候補者として

選出されたとの報告を受けました。これを受けガバナーノミニー（２０２４～２５年ガバナー）に選出されたこと

を改めて報告致します。素晴らしいことであります。

さて本年度のテーマ、増強に力をいれる予定です、早速ですが芳田会員増強委員長の推薦で、本日は新入

会員であります西村様の入会式です

今まではコロナ禍の中満足に入会式を祝うことができずにおりましたが、久々にお祝いしたいと思います。乾

杯しましょう。またコロナウイルスも近々少しずつ増えて参りました。コロナには十分注意を払ってください。

先週までは本年度のＲＩ会長テーマ、２６６０地区のスローガン地区年次目標をかかげて報告して参りました。

また各月のスローガンは例会場にかかげてあります。

またクラブ活動年次計画書にもロータリー特別月間と２０２２～２３年度主要行事日程表ならびに２６６０地区

のロータリーデイの日程を掲載させて頂きました。会員の皆様は是非とも目を通して頂きたいと思います。

先週は新旧会長幹事歓送迎会を開催して頂きありがとうございました。ご出席の皆様ご苦労様でした。この

歓迎会も3年ぶりでした。今回のような盛り上がりは久しぶりのものでありました。こののちは会長の役目を進

んで行きたいと思います。

新旧会長幹事歓送迎会

2022年7月14日（木）
於：オ・セイリュウ

第1 回大橋ガバナー年度準備委員会 議事録

日時 2022年7月14日（木）13：40～15：00

場所 ホテルセイリュウ 瑞穂の間

参加者 河村・藤本・城戸・ 山崎・田原・北川・戸田

・前田・迫谷・石田・大橋・水上・吉崎

新井（ＺＯＯＭ） ・古川（ＺＯＯＭ）( 敬称略）

1．大橋ＧＮ ご 挨拶

2．代表幹事の選任

大橋 ノミニーより吉崎会員を推薦→満場一致で

予定者に 決定

正式 決定まで代表幹事予定者として扱う

吉崎代表幹事予定 者 より

3．地区運営に あたって

地区組織図の説明

・地区幹事団はガバナーが組織する

・組織について変更するにはそれなりに手続

きが必要だが毎年同じという訳ではない

地区行事の説明

・財団補助金管理セミナー から始まる→ 地区

補助金申請に必要なセミナー

・ガバナー年度行事は 前年 度 １月より始まる

（地区補助金管理セミナー）

・12 月 の 地区大会までに クラブ 公式訪問を

終えるのが目標

・5～ 6 月の 国際大会で締めくくる（大橋年度

はｶﾅﾀﾞ・ｶﾙｶﾞﾘｰ）

・国際大会の 大阪ナイト（現地）は地区主催

→クラブをあげて準備

準備のための道のり

・地区運営の具体的な準備 は ノミニー年度の

12 月より始まる

・以降１年半が勝負

・2024 年 2 月地区チーム研修セミナーの会場

未定 大阪国際会議場が改装 工事 のため

・2024 年 3 月 PETS 同上

・上記2 回の地区ｾﾐﾅｰの会場 決定 が直近

に必要

4．地区幹事団結成について

2022 年 12 月に結成 が必要

5．準備委員会メンバーの選任

地区幹事団結成までの組織 12 月 地区幹事

団結成まで

・準備委員会 今回と同じメンバーで

・幹事団選任に向けてのアプローチを考える

・組織案作成（吉崎さん）

・次回準備委員会 8/18 例会後（決算予算報告

会後）

以上

書記：田原



委 員 会 報 告

東大阪みどりＲＣ 田村会長・井上幹事

幹 事 就 任 挨 拶 田原幹事幹 事 報 告

出 席 報 告 7月14日

先般の新旧会長幹事歓送迎会にご参加の皆様、

お疲れ様でございました。

≪これからの予定≫

【1】 本日、入会式・東大阪みどりＲＣへ表敬訪問

（藤本会長・田原幹事）

【2】 7/23（土）クラブ米山委員長・カウンセラー

研修会（表米山奨学委員長、北川カウン

セラー出席）

【3】 7/26（火）衛星クラブ例会19：00～

【4】 7/28（木）例会前10：30～中・長期計画委員会

≪連絡事項≫

【1】 7/11付けにて上期の会費及び諸経費納入の

請求書をお送りしております。会費140,000円、

事業運営費18,000円、ニコニコ箱内祝い金

として10,000円、ポリオプラス＄50として

6,800円の計174,800円を7月末までにお納め

下さいますようお願いいたします。

井上幹事様よりコメント

初めてのメーキャップでしたが、温かく歓迎していた

だき、楽しく過ごさせていただきました。有難うござ

いました。一年間よろしくお願い致します。

6/23 6/30 7/7

HC出席 30(3）名 休会 32(3）名

MU出席 5(1)名 4(1)名

修正出席率 71.43％ 76.60％

先週（7/14）の出席者数：25名（2）
ビジター3名：東大阪みどりＲＣ会長 田村 嘉宏様

幹事 井上 善博様
大阪ネクストＲＣ幹事 吉岡 泰造様

7/14 出席率：55.56％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：56名（免除13名）

大阪ネクストＲＣ 吉岡幹事

大橋ガバナー・ノミニー委嘱状

吉岡幹事様よりコメント

お招きいただき有難うございました。楽しく、また刺

激を受ける素晴らしい時間を過ごさせていただきま

した。新年度も引き続きよろしくお願い致します。

◎会員研修・会員選考委員会 吉﨑委員長

7月7日初例会の前、11時～12時まで、クラブ事務

局に於いて「新任理事研修」を実施しました。（委員

会2名、クラブ幹事、理事４名）

クラブ定款・細則の記述から理事の役割、理事会

の構成など、30分間のレクチャーと30分のフリー

ディスカッションになりました。参加理事からは、理

事の意味や役割が理解できたとの声もあり、開催

の手ごたえがありました。以上報告させていただき

ます。

◎中長期計画委員会 吉﨑委員長

6月30日、藤本年度の第一回中長期計画委員会を

開催しました。9名のうち8名の出席で賑やかに開催

でき良かったです。

今年度の中長期計画委員会の活動ターゲットを4つ

のグループに分け、委員が各グループの具体的な

目標に沿って毎月実績報告を行うスタイルで進め

ます。まずは今年度の上半期にクラブビジョンを策

定し、クラブの皆様と共有する予定ですので、お楽

しみにお待ちください。

◎大橋ガバナー年度第一回準備委員会

7月14日例会後、大橋ガバナー年度のための第一

回準備委員会を例会場にて開催しました。

昨年度の理事、今年度の理事、地区役員経験者と

して吉崎・北埜が招集され、15名（リアル13名、オン

ライン2名）の出席がありました。

まずは大橋ガバナーノミニーのご挨拶に始まり、代

表幹事予定者の選任（大橋ガバナーノミニーより指

名があり全員拍手で承認）、地区運営について資

料説明、今後の準備委員会・地区幹事団結成に対

する進め方などを話し合いました。

代表幹事予定者には、吉崎広江が選任され、次回

第二回準備委員会は8月18日（13:40～於：楓の間）

今回と同じメンバーを招集することが決まり、15時

に散会しました。

次回は具体的に代表幹事団を結成するための話し

合いを中心に行います。関係者の皆様はどうぞよ

ろしくお願いいたします。


