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奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータ リー ロータ リー

にして（A列を選択して右クリック～挿入）コピーしてください。

2022年8月25日今日の例会

藤本会長会長の時間
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国際ロータリー会長
ジェニファー・Ｅ・ジョーンズ

会長 藤本 良男

「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

会員増強・新クラブ結成推進月間

■ 9月1日（木）

卓話 「自己紹介」

西村 智子 君

■ 例会前 第2回東輪会実行委員会

例会後 9月度定例理事会

例会日：2022年8月25日
(令和4年8月25日）

■ 本日の卓話

「職業奉仕を学び、自身の職業観を再考する」

前田 興二 君

■ 今日の歌 「奉仕の理想」

■ 例会後 伴井ガバナー補佐を迎えての

第3回クラブ協議会

今月もまだ猛暑が残りまだまだ暑い日が多いようですが、先週から夏の猛暑が少しやわらぎ、少しずつで

すが、過ごしやすい一週間になってきました。

さて、今月の目標は会員増強と新クラブ結成推進月間です。特に今年は国際ロータリーの会長と２６６０地区

のガバナーは女性ですので、女性会員の増強には特に大きく力を注いでおります。ロータリーの友8月号に

は大きく記載されています。女性会員の増強が大きく立ち遅れている日本と記載されています。我がクラブで

は女性会員は4名プラス2名在籍されています、今年の増強では女性会員の増強を強く推進を図り行動を起

こしたいと思います。

本日は伴井ガバナー補佐と横田ガバナー補佐エレクトを迎えてのクラブ協議会です。本年度のクラブ活動

計画書に基づいて各委員長の取り組みと抱負の発表をしていただく機会となる協議会であります。

各委員長と会員の皆様のご協力と出席を宜しくお願い致します。

今日のひとこと。

それでは、たちあがり、行動しよう、

いかなる運命のもとでも、

精一杯に。

2022 年規定審議会によるクラブ運営への影響について 

22-23 年度 会員研修・会員選考委員会 委員長 吉崎広江

2022 年規定審議会の結果を踏まえ、クラブ運営への影響について次の通りお知らせいた

します。 

１．クラブ細則に影響がある変更点 

(ア) 現状、クラブ細則に影響がある変更はありませんでした。

２．クラブ運営に影響がある変更点 

(ア) クラブ理事会が議事録を会員に提供する期限が 60 日から 30 日に変更されました。 

(イ) 会員がクラブの所在地域に住居または事業場を有する要件が削除されました。

(ウ) 正会員がどのクラブに対してでも入会候補者を推薦できるようになりました。

(エ) 衛星クラブの会員資格の規定が修正されました。

① いままでは、衛星クラブの会員は、衛星クラブのスポンサークラブの会員とさ

れていましたが、スポンサークラブ以外のクラブの会員でもよいことになり

ました。これは、今後衛星クラブを設立する際、複数クラブが共同スポンサー

として一つの衛星クラブを設立できるメリットがあります。

② 東大阪東フューチャーロータリー衛星クラブの会員として、東大阪みどりロ

ータリークラブ所属の会員を受け入れることができるという考え方も出来ま

すが、現在の衛星クラブ細則の改訂が必要です。

(オ) 人頭分担金を増額することになりました。

① 2023-24 年度 年間 75 ドル

② 2024-25 年度 年間 78.5 ドル

③ 2025-26 年度 年間 82 ドル に値上げされる予定です。

(カ) ローターアクターがロータリークラブの例会に出席する場合の取り扱い

① 今まではビジターでしたが、今後はメークアップになります。 

(キ) 出席報告の提出義務が撤廃されました。（地区への提出義務はなくなりました）

(ク) ロータリー歴と年齢の合計が 85 年以上の場合、出席免除を受けるための理事会決

定が不要になりました。（書面で幹事に通告するだけで適用となります）

以上 

会員コラム

奉仕の理想
石切中学校吹奏楽部の演奏の模様を

YOUTUBEにアップいたしました。

https://youtu.be/CEgQ4DJIiRM

YOUTUBEのリンクのＱＲコードは下記の通

りです。

https://youtu.be/CEgQ4DJIiRM


田中 哲男会員コラム

委員会報告

幹事就任挨拶 田原幹事幹事報告

出席報告 8月18日

伴井ガバナー補佐、横田ガバナー補佐エレクトよう

こそお越し下さいました。クラブ協議会ではご指導

賜ります。よろしくお願い致します。

≪これからの予定≫

【1】 本日例会後、伴井ガバナー補佐を迎えての

クラブ協議会

【2】 8/27（土）クラブ青少年奉仕合同委員長会議

（藤本会長、新井青少年奉仕委員長出席）

【3】 9/1（木）例会前、第2回東輪会実行委員会

例会後、9月度定例理事会

【4】 9/3（土）地区ロータリー財団セミナー

（藤本会長、一由Ｒ財団委員長出席）

≪連絡事項≫

【1】 本日例会後、伴井ガバナー補佐、横田ガバ

ナー補佐エレクトをお迎えしてのクラブ協議会

です。瑞穂の間Ｂにて開催致しますので速

やかに移動をお願いいたします。

【2】 先日の石切中学校吹奏楽部の演奏の模様を

YOUTUBEにアップいたしました。

YOUTUBEのアドレスならびにＱＲコードは週報

最終ページに掲載しております。また、本日

9月に開催されます石切中学のコンサートの

チラシも配布しております。

7/28 8/4 8/11

HC出席 25(3）名 33(2）名 休会

MU出席 8(1)名 2(1)名

修正出席率 68.75％ 76.09％

先週（8/18）の出席者数：31名（4）
内 ＺＯＯＭ出席1名

ビジター1名：東大阪東フューチャーロータリー
衛星クラブ 田原 靖夫 幹事

8/18 出席率：65.96％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：56名（免除13名）

ガバナー月信 2022年8月号よりの紹介記事

何らかの支援をしては、どうでしょうか？

次年度にも素晴らしい再演奏を期待しております。

８／１８東大阪市立石切中学校吹奏楽部の演奏

会が、卓話の時間に行われました。

ライブでの演奏はとてもエキサイティングな充実

感がありました。今回で２回目になります。前回は

２０１７年８月１７日に、森本 竜一会員のご紹介

で卓話の時間に来ていただきました。（私の会長

年度２０１７年）

今回は田原幹事と滝川出席・プログラム委員長

が、再度の演奏をお願いすべく石切中へ訪問され

たそうです。

２０１９－２０２１年の間に、私の孫娘がこの吹奏

楽部に入っており、寺沢先生／水谷先生には大

変お世話になりました。（寺沢先生は我がクラブ

チャーターメンバー村尾正義氏のお孫さんです。）

このような「ご縁」も有るのですが、以前（２０１８

年）生駒ＲＣに有志７－８名でメーキャップした時

に、同地区の中学校の吹奏楽部を支援されてい

る事を知りました。

社会奉仕、青少年奉仕活動に直結する支援でも

あり、生駒ＲＣの広報にも役立っているとの事でし

た。

我がクラブにおいても「ご縁」にもとづき、同様に

伴井ガバナー補佐のご略歴

氏 名 伴井 敬司

（大阪難波ＲＣ）

生年月日 1953年2月28日生

職 業 医療法人小室会

理事

ロータリー歴

2005年5月 大阪難波ＲＣ入会

2013～2014年度 副会長

2017～2018年度 会長

ベネファクター、マルチプル・ポール・ハリス・フェ

ロー、米山功労者（マルチプル）

広報委員会

広報・雑誌担当 井上 家昌

〇第2660地区クラブ奉仕拡大増強委員会

加茂次也委員長（東大阪ＲＣ）

東大阪市出身の安岡正篤先生は「環境が人を作

るということに捉われてしまえば、人間は単なる物、

単なる機械になってしまう。人は環境を作るからし

て、そこに人間の人間たる所以がある。自由があ

る。即ち主体性、創造性がある。だから、人間が

偉大であればあるほど、立派な環境を作る。人間

が出来ないと環境に支配される」と言われていま

す。ここで「人間」を「自クラブ」に置き換えて読め

ば、将に今のコロナ禍に於けるクラブがなさなけ

ればならないことを言い当てているように思えてな

りません。3年度続けて同じ内容を申し上げます

が、この2年半を超えてのコロナ禍のピンチを自ク

ラブ発展のチャンスに変えるべく、或いはこのピン

チの環境を自クラブの力で好機の環境に作り替

え、自クラブの全会員が強い意志と主体性を持ち、

先輩諸兄の培ってこられた叡智とそして若い精神

の発想力と実行力で、クラブ基盤である会員増強

にクラブ一体となって取り組んで行きましょう。

（注記）安岡正篤（まさひろ）先生

明治31年大阪市生まれ

明治41年から大正4年までの7年間、東大阪市善

根寺町に住まいして、孔舎衙小学校5年生から旧

制四条畷中学5年生まで過ごした。大正11年東京

帝国大学卒業。戦後、師友会を設立。政財界の

リーダーの啓発教化に務めた。中でも戦後歴代

の宰相の指南役を務め、また「平成」の元号の発

案者となった。昭和58年、86歳で逝去。

孔舎衙小学校創立100周年の昭和49年に我がふ

るさとに帰ってこられて詠まれた歌

“ 雲白く山は霞みて故郷の

花の小径を辿る楽しさ “

◎会員研修・会員選考委員会 吉﨑委員長

8月22日（月）15：00より事務局にて、中西会員、

浅田会員、西村会員3名に対して2時間の新入会

員研修を行いましたのでご報告いたします。


