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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

■ 1月19日（木）

卓話 「コンクリートや高速道路の分かり易い

お話」

コンクリートコーリング㈱ 顧問

大阪北ロータリークラブ 西田 行宏 様

■ 例会後 第2回よろず相談室実行委員会

例会日：2023年1月12日
（令和5年1月12日）

■ 初例会と新年会 於：オ・セイリュウ

1月度定例理事会 ＰＭ4：30～

初例会 ＰＭ6：00～ Ｂ2Ｆブラジリア

新年会 ＰＭ6：30～ Ｂ2Ｆブラジリア

■ 今日の歌 「君が代」「四つのテスト」

「一月一日」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会前 1月度定例理事会

明けましておめでとうございます。
今年のお正月はいかがでしたか。お天気が良かったですね。穏やかなお正月でしたか。
本日は初例会です。また、新年会です。例会後は新年をお祝いするための会食があります。今年は卯年で
すので大いに飛び跳ねる飛躍の年であります。我々のクラブも大いに今年は飛び跳ねるように皆様とご一緒
にがんばってゆきたいと思います。今月のテーマは職業奉仕月間です。職業奉仕はロータリーの核心の心で
あると思います。世界中の地域社会で奉仕を、行う土台となるものと言われております。国際ロータリーの
「職業奉仕の手引き」の中に経営者や専門職業人、地域リーダーであるロータリアンは社会において模範を
示し、高い倫理基準を推進することのできる立場にあり、職場や地域社会、ロータリーの例会や活動で倫理
を実践し、奨励出来ると紹介されております。これを踏まえて、今月のテーマの職業奉仕月間を再度認識し
て考慮すべきではないでしょうか。新しい職業奉仕活動にも取り組むように考慮すべきです。例えば青少年
奉仕活動であり職業奉仕活動で未来のリーダーやロータリアンを育てるために活動を独自に行うべきと思い
ます。また、後半に向けての行事を報告致します。2月にはガバナー補佐訪問、3月は生駒学園招待行事、3
クラブ合同例会、小田原中RCの招待、東輪会ゴルフコンペを開催。4月は花見例会、春の家族会が、５月に
はよろず相談室。6月には国際大会のメルボルンです。それと6月29日で私の年度が終わりますがあと6か月
を全力で行いたいと思いますので宜しくお願い致します。

今月の一言
人間は、
負けたら終わりなのではない。
あきらめたら終わりなのだ。

職業奉仕月間

第１回大橋ガバナー年度常任幹事団会議議事録 

日 時 2022年 12月 26日 18:30～    場 所 オセイリュウ 

参加者：大橋DGN・吉崎・藤本会長・中西・古川・前田・吉川・田中・水上・石田・岡田・山崎・戸田・みどり井上・

みどり山村・ネクスト平澤・ネクスト吉岡・田原 (敬称略) 

1．大橋 DＧＮご挨拶

2．資料説明 

組織図について 

・常任幹事団、地区大会実行委員会のみ、地区組織表に掲載される

・コロナの影響でメンバーが変わったとしても、委嘱状が再発行されるのみで、大幅な変化にはなら

ない

2022-23年度スケジュール 

・延原年度後半には大橋年度の行事が既に込みこまれている

・2024-25年度のための地区チーム研修セミナーは例年開催地改装につきシティプラザ大阪とする

・延原年度スケジュール中、研修会と名の付くものは地区委員長が主催となり幹事団の大きな役割

はない

・セミナーと名のつくものはガバナー主催となり、幹事団に重要な役割がある

直近の 3会議の最新情報 

・地区チーム研修セミナー後、懇親会を開きたい(延原年度にはない)

・PETS(会長エレクト研修セミナー) 延原年度の新しい試み→大阪関西万博の説明をする

・地区予算の余剰金を大阪関西万博の予算に繰り入れたいため、説明を行う(大きな予算)

・ガバナー年度の PETSでは地区大会の説明が必要(ある程度、形を作っておく必要がある)

・地区研修、協議会が一番大きな会となる

・部門別協議会に幹事団が担当として入る

・各セミナー、研修、協議会は 1日のみの開催

・7月の合同地区委員会は幹事団で協議する(宮里年度開催、延原年度未開催)

・配信を行うかどうかで予算は大幅に変わる

・ガバナー訪問には地区大会の PR、パソコン操作等、適任者がガバナーに同行

3．財務委員会参加報告 

・グループラインに参加しているが、頻繁に変更情報の共有がある

4．自己紹介と抱負 

その他 

次回常任幹事団会議 1月 23日(月) 16:00～18:00 ガバナー事務所大会議室 

以上 

書記：田原 



委員会報告幹事就任挨拶 田原幹事幹事報告

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ

よろしくお願い致します。

≪これからの予定≫

【1】 本日例会前、1月度定例理事会

【2】 1/19（木）例会後、第2回よろず相談室実行

委員会

【3】 1/20（金）ＩＭ第4組第2回会長・幹事会（金輪

会）（藤本会長、田原幹事出席）

【4】 1/23（月）第2回大橋ガバナー年度常任幹事

団会議 於：ガバナー事務所

【5】 1/24（火）衛星クラブ例会 19：00～

≪連絡事項≫

【1】 本日例会前に1月度定例理事会を開催いた

しました。また、例会後引き続き新年会を開

催いたします。

【2】 1月11日付けにて、下期の会費及び諸経費

の請求書をお送りいたしました。

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、ベネファ

クター30ドル 3,960円の計171,960円をお納

め下さいますようお願いいたします。

何卒ご理解、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。

ロータリーソング

◎社会奉仕委員会 石田委員長

生駒学園のクリスマスプレゼント贈呈プログラム

報告

毎年、社会奉仕のプログラムとして、クリスマスの

時期に生駒学園へケーキのプレゼントをしてきまし

たが、ケーキは日持ちがしないのと園内でのクリス

マスパーティーでも提供されるので、今年は日持ち

のするクッキーをプレゼントすることにいたしました。

吉崎会員より提案をいただきまして、単に購入す

るだけはなく以前にもＩＭ第４組で経験のある、障害

者施設の皆さんが手作りをされたクッキーを

プレゼントしようということになりました。

社会福祉法人ひびき福祉会で作っていただきまし

たクッキーに、１２月８日（木）の例会にて、会員の

皆様に生駒学園の児童に向けての、メッセージカー

ドを書いていただきましたものを、付けて持って行き

ました。

藤本会長、城戸会長エレクト、戸田副会長初め９名

のロータリアンがご参加をいただき、学校へ行って

いる児童はまだ生駒学園に帰ってきていませんで

したので、小さな子供さんばかりでしたがサンタク

ロースに扮した、迫谷会員、滝川会員からプレゼン

トをもらって喜んでくれました。

我々ロータリアンも普段小さな子供さんと直接ふれ

あう機会がなかなかないので、久しぶりに楽しい時

間を過ごす事が出来ました。

又、その後小田主任指導員から園内の案内をして

いただきまして、児童が普段どのような生活をして

いるか良く理解ができて、貴重な体験をいたしまし

た。

出席報告 12月15日

（12/ 15）の出席者数：25名（2）

ゲスト1名：米山奨学生 ズオン ニァット リンさん

12/15 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）

11/24 12/1 12/8

HC出席 29(3）名 30(2）名 26(2）名

MU出席 3(0)名 3(1)名 6(0)名

修正出席率 69.57％ 71.74％ 71.11％

◆ 2023～2024年度理事・役員 ◆

役 員 理 事

会長 城戸総一郎 会長 城戸総一郎

直前会長 藤本 良男 直前会長 藤本 良男

会長ｴﾚｸﾄ 戸田 尊文
会長ｴﾚｸﾄ 戸田 尊文
（会員組織委員長）

副会長 一由 麻里
副会長 一由 麻里
（クラブ運営委員長）

幹事 井戸田精一 幹事 井戸田精一

会計 田原さおり 会計 田原さおり

ＳＡＡ 滝川 晃 ＳＡＡ 滝川 晃

理事 山崎 直人
（副幹事）
理事 中西 徹
（職業奉仕委員長）
理事 新井繁太郎
（社会奉仕委員長）
理事 浅田 靖弘
（国際奉仕委員長）
理事 迫谷 聡太
（青少年奉仕委員長）
理事 岡田 耕治
（無任所）

◎米山奨学委員会 北川カウンセラー

井上会員のご好意で、12/15例会後、古民家にリン

さん、溝畑会員と行ってきました。

ベトナムでは自国の歴史を大切にし勉強もしていま

すので、日本の文化を学べていい体験をされました。

井上会員有難うございました。

＜リンさんの感想文＞

こんにちは！私はリンと申します。米山奨学生です。

現在東大阪東ロータリークラブに所属しています。

本日井上さんの古民家に誘われてとても嬉しかっ

たです。本にも書かれてないぐらいのすばらしい歴

史の話をして頂いた。古町のフエから来た私は、日

本に留学行っている間にこんな歴史に興味がある

方に会えることはとてもうれしいです。ベトナムと日

本の文化や歴史などの共通点を発見したのですご

く感動した。

現在のベトナムの若い者も同じ体験が出来たらい

いなぁと思います。

本日は有難うございました。

年のはじめの ためしとて
終わりなき世の めでたさを
松竹たてて 門ごとに
祝う今日こそ 楽しけれ

一月一日
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