
東大阪東ロータリークラブ
会 長：藤本 良男
幹 事：田原さおり
会報資料担当：大橋 秀典

HP：http://www.higashiosaka-eastrc.jp

創 立：昭和40（1965）年3月4日 例会場：ホテルセイリュウ 例会：毎週木曜日 12:30～
事務局：〒579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ302号室

TEL072-985-0189 FAX072-985-0577 E-mail:higashiohrc@air.ocn.ne.jp

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9月22日今日の例会

藤本会長会長の時間

CLUB WEEKLY   No.2733

HIGASHI-OSAKA EAST R.C.

国際ロータリー 第2660地区 東大阪東ロータリークラブ

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

■ 9月29日（木）

東輪会合同例会

登録受付・食事 ＡＭ11：30～

開会 13：00

於：シェラトン都ホテル大阪4Ｆ「浪速の間」

例会日：2022年9月22日
(令和4年9月22日）

■ 本日の卓話

「フェルメールのお話あれこれ」

大塚国際美術館前専任部長・学芸室長

徳島文理大学・西洋美術史講座講師

平田 雅男 様

■ 今日の歌 「日も風も星も」

■ 例会前 ＹＰＥ事業第1回打ち合わせ

例会は二週間ぶりです。台風が毎週週末に三週間連続に九州地方と西日本に到着しているようです。

先々週は宮里ガバナー訪問でありました。私としてはちょっとひと息付けたかなーと思っております。また、来

週の例会は東輪会合同例会です。会員の皆様の出席を宜しくお願い致します。

東輪会合同例会のテーマは

「スポーツの街、東大阪を盛り上げよう！」であります。講師に 東大阪スポーツのまち推進室 室長 大野

哲也様をお迎えして、題目を「ウィルチェアスポーツについて」、又もうひとかたの講師は車椅子ソフトボール

チーム代表の赤井正尚様です。東大阪市が取り組んでいる車椅子ソフトボールスポーツの紹介をしていただ

きます。また、講演をお聞きいただき車椅子ソフトボールチームの活動を少しでもご理解いただければ幸いで

す。

今期の社会奉仕活動で、車椅子ソフトボールチームを支援することを企画して持続性のある活動を推進した

いと思います。

また、来月になりましたら秋の家族会があります。

今年度のスローガンであり、第一の目標として掲げています親睦の活動が開催されます。大いに期待してく

ださい。

今日のひとことです、

「忙しい」と 「疲れた」は、

自慢にならん。 でした。

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間



幹事就任挨拶 田原幹事幹事報告

出席報告 9月8日

≪これからの予定≫
【1】 本日例会前、ＹＰＥ事業第1回打ち合わせ
【2】 9/23（金・祝）～25（日）秋のＲＹＬＡセミナー

（ズオン ニァット リンさん、表会員、石田会員、
北川会員、吉﨑会員、大橋会員、田原会員
出席）

【3】 9/27（火）衛星クラブ例会 19：00～
【4】 9/29（木）東輪会合同例会

於：シェラトン都ホテル大阪 4Ｆ浪速の間
≪連絡事項≫
【1】 次週9/29（木）は、東輪会合同例会です。当

クラブの集合時間は午前10時30分、4Ｆ浪速
の間入口です。時間厳守でお願いいたします。

【2】 9/13付けにて秋の家族会のご案内をお送り
しております。また、本日チラシを配布してお
ります。多数のご参加よろしくお願いいたし
ます。

8/25 9/1 9/8

HC出席 25(2）名 23(1）名 31(3）名

MU出席 6(1)名 7(0)名 3(0)名

修正出席率 67.39％ 68.18％ 73.91％

先週（9/15）休会
（9/8）の出席者数：23名（1）

内 ＺＯＯＭ出席1名
ビジター名：国際ロータリー第2660地区

ガバナー 宮里 唯子 様
地区副代表幹事 岩佐 嘉昭 様
地区常任幹事 後藤 謙治 様
東大阪東フューチャーロータリー
衛星クラブ 議長 大塚 俊彦 様

幹事 田原 靖夫 様

9/8 出席率：52.27％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：56名（免除13名）

本日の卓話
平田 雅男 様のご略歴

徳島文理大学/西洋絵美術史講座 講師
みやび芸術文化アカデミー主宰
（前）大塚国際美術館/専任部長・学芸室室長
大阪府立高齢者大学校 ・徳島県立総合看護学
校 ・NHK大阪/高松文化センター
よみうり文化センター大阪校 ・毎日新聞大阪本
社文化センター ・神戸新聞カルチャー
などで「西洋美術史」「比較宗教学」「人間関係論」
講座を開講

晩餐会の担当は大きな宴会を企画出来る人
国際大会大阪ナイトは参加者が少ない見込み、
気負わなくてよい
・財務委員長
大橋DG年度には例年の会計が変化する年度、
大阪万博の会計結果も影響する年度。難しい
がやりがいもある。
資料の通り、大きく4つのグループに分かれる
◎が副実行委員長候補
●財務グループ

財務委員長選出・地区会計を担う
◎前田

●地区大会・国際大会グループ
地区大会前夜の晩餐会も企画
国際大会の大阪ナイトの現地予約等、カル
ガリーへ下見が必要

◎中西
●地区活動グループ

年に数回ある研修会、協議会等を企画運営
地区委員会活動経験者が望ましい

◎田原
●地区運営グループ

ガバナー事務所と連携して活動
ロータリーの友に一人出向必要

◎古川
4．今年度の地区行事への参加について
(吉崎地区代表幹事予定が参加)
8月25日 延原年度 第二回ガバナー補佐エ
レクト会議＆常任幹事団会議 以上

書記：田原

第2回大橋ガバナー年度準備委員会議事録

日 時 2022年8月18日13時45分～15時30分
場 所 ホテルセイリュウ 楓の間
参加者 大橋・吉崎・藤本・石田・水上・古川・山崎

・戸田・新井・田原 (敬称略)

1．大橋ＧＮ挨拶
2．延原年度行事参加の報告
7月16日 YMCAホール 合同区委員会
☆各委員会活動報告発表。事後に懇親会有
7月21日 阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 第一回AGE＆常
幹事団意義 ☆自己紹介
吉崎代表幹事予定は延原年度の幹事団として
行事に参加
AGE→ガバナー補佐エレクトの略
3．大橋DG年度地区幹事団 組織案と考え方
＜急いで選出が必要な役職＞
副代表幹事3名および、財務委員長
・副代表幹事
エレクト年度には行事が始まるため選定を急ぐ

第3回大橋ガバナー年度準備委員会議事録

日 時 2022年9月15日12:30～14:00
場 所 ホテルセイリュウ 楓の間
参加者大橋DGN・吉崎・藤本会長・石田・岡田

・水上・古川・戸田・浅浦・前田・田原
(敬称略)

1．大橋DＧＮご挨拶
2．幹事団組織図について
22日週報に掲載
必要に応じて変更があると但し書き付きで送付
衛星クラブへの周知を徹底、協力を仰ぐ
3．各グループの業務説明
●地区大会・国際大会グループ
地区大会実行委員会 を結成する
今年度地区大会を参考にする為に、正副実行
委員長までは決定必須
(延原年度は国際会議場改装中のため、参考
に出来ない)
(今年度はロータリー100周年行事も重なって
いるため、その通りではない)
(当該年度は、大阪万博があるため、イレギュ
ラーでもある)
晩餐会から出席し、体験必須
地区大会は何人出席なのか？年々人数は減
っている
専門業社と契約する予算は割いている
準備、企画、当日人員配置は実行委員会が担う
2024/12/13･14 大阪国際会議場・リーガロイ
ヤルホテル予約済

・金曜日夜：地区大会晩餐会
・土曜日昼：顕彰昼食会
・土曜日午後：地区大会

国際大会、大阪ナイトの会場予約
来年度が始まる時期には会場決定
●地区活動グループ
１．地区チーム研修セミナー 地区委員会向け
２．会長エレクト研修セミナー クラブ会長向け
３．地区研修・協議会セミナー クラブ委員長
・リーダー向け
この3つの成功が年度の成功のカギと言われ
ている
国際協議会より帰国したDGが方針を発表する
３セミナーについて、会場は予約済
国際会議場が改装中につき、1、.2、では使用
不可
セミナー後に懇親会を開きたい(大橋DGNの
意向)

⇒シティプラザ大阪を予約
2024/2/10 地区チーム研修セミナー
2024/3/16 会長エレクト研修セミナー
⇒国際会議場を予約
2024/4/20 地区研修・協議会セミナー

財団補助金管理セミナー 検討必要 年度始ま
る前の２月頃
各地区委員会セミナーの場所と日程設定
配信設備は地区にある
吉川年度より専門業者に配信を依頼
予算がひっ迫、延原年度は会場費を変更により
予算を抑える
大橋年度はどうするか。。。
G補佐会議のサポート
G補佐はIM担当毎にクラブのサポートをする
役割
IMRD主催者は誰か考える DGなのかガバ
ナー補佐なのか（吉川年度以外はDG）
フレッシュロータリアン交流会は例年AG主催

●地区運営グループ
五味所長・事務員4名
地区HPの運営→公共イメージ向上委員会の
管轄
諮問委員会準備・運営→今年度はガスビル
簡年度は毎回会場を工夫
GETS・国際協議会の壮行会を担う
各セミナーのガバナー発表資料の作成

●地区会計グループ
現在と過去の地区予算を参考にしっかり勉
強必要

大橋GNの意向
ロータリーの古いイメージを変えたい
若い人たちに賛同してもらえるスタイル
を確立
退会防止、増強に繋げたい

みどりとネクスト
どういう形で幹事団に入って頂くか早めに検討
（まずは大橋DGN、藤本会長、吉崎代表幹事でお
願いに伺う。）
RACの力も借りて上手に運営していきたい

第4回準備委員会 10月13日(木)11:00～
以上 書記：田原


