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◆今週の例会プログラム◆ 

 

新型コロナウィルスの影響により臨時休会 

◆お知らせ◆ 
 

 次年度の例会（７月～）につきましては、次年度幹事 

 よりお知らせいたします。 

 

◆会長挨拶◆            林 たかみ 

 

 昨年度の幹事に引き続き、

会長という大役を仰せつ

かって早 1年がたちました。

年度当初は、コロナウイル

スによるパンデミックに

よりこのような形で会長

年度の幕引きを迎えると

は思ってもおりませんで

した。最後の 4か月、すべての例会および行事が中

止となり、残念ながら始めに考えていたいろいろな

活動も半分しかできなかったという実感がありま

す。特に年度始めに親睦と奉仕に力をいれたいと申

し上げましたが、親睦に関しては創立記念例会も行

う事ができず、悔いの残るものとなりました。ただ、

今考えますと、創立 50 周年のお祝いが昨年だった

ことは、反対に幸運だったというしかありません。 

 そんな状況の中でも財団補助金事業は2回にわた

り、しっかりと行うことができたことは唯一、満足

のいくものだったと思います。これも片山幹事や上

島委員長をはじめとする皆様のご協力があったか

らこそと本当に感謝申し上げます。 

 また米山奨学生の張さんをお迎えし、例会や親睦

活動を通じて最後まで交流が持てたことはとても

よかったと思います。そして、年度の最後にこのよ

うに新しく高橋さんを新入会員としてお迎えでき

たのも大変嬉しいことでした。ご尽力いただいた会

員の皆様、本当にありがとうございました。IGMの

復活、長寿のお祝いやたくさんの家族のかたが出席

してくださったクリスマス例会も、委員の皆様ひと

りひとりのお力添えなくしてはできなかったもの

です。そして毎回の例会を支えてくださった皆様に

も本当に感謝いたしております。ありがとうござい

ました。 

 ロータリークラブの会長などという器には程遠

い、未熟者の私がなんとか今こうやって一年をやっ

てこれたのは、ひとえに幹事の片山さん始め、理事

役員の皆様のご指導とお力添えと、そして会員の皆

様のご協力があったからこそと感謝しかありませ

ん。 

 今はこのような特別な状況で、次年度の河野エレ

クト、前田次年度幹事は今年度以上に大変ではない

かと思いますが、ぜひとも皆さんと協力して、新し

い生活様式ならぬ、新しいロータリー活動を考え、

目指して、力を尽くしていきたいと思います。 

 これからも皆様の変わらぬご指導、ご鞭撻のほど

お願いいたしまして、私のご挨拶とさせていただき

ます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ゴング引き渡し式☆ 林会長から河野会長エレクトへ 
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◆幹事挨拶◆            片山 秀樹 

 

 皆様ありがとうございまし

た。私の場合は昨年度の会長と

しての 1年、本年度の幹事とし

ての 1年、皆様の協力の下でロ

ータリー活動が出来たことに

感謝しております。思えば、私

が会長になった初めての例会

が大雨で中止になり異例のスタート、締めはコロナの

影響での連続休会という波乱万丈の 2年間でした。例

会数は少なかったですが昨年に引き続き 2つの財団補

助金事業を完結させることができたのが良い思い出

です。 

 昨年、最後に山本ガバナーから「ここにいる会長の

皆様と一緒にホッとしましょうね」と言われたことに

対し「私はまだ燃え尽きることができないのです。あ

と 1年間幹事をしなくてはならないのです」と申しあ

げたことが思い出されます。本年度の会長幹事会にお

きましてもピッチャー、キャッチャーの交代やねと皆

さんに言われましたが、この 2年間を 1セットで考え

る事でロータリークラブについて多くの事を勉強さ

せていただくことが出来ました。駆け出し幹事のころ

は林会長に助けていただき、各委員長には仕事を引き

受けていただき、皆様の協力があればこそ箕面ロータ

リークラブが成立しているという事が何よりよく理

解できました。また、本年度は事務局が山根さんから

永島さんへの交代がありました。本音では「何で私が

幹事の時に・・・」との気持ちでしたが引継もスムー

ズにしていただき、私の無茶ぶりにも応えていただい

たお二人には大変感謝しております。 

 次年度は会計、理事としてクラブを盛り上げるよう

に進めていきたいと思います。皆様と一緒に箕面ロー

タリークラブを楽しく発展させていきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本当に

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

◆会長エレクト挨拶◆        河野 優作 

 

次年度 2020-2021、箕面ロータリークラブ会長を仰せ

つかっております、河野優作です。改めてよろしくお

願いいたします。約 3か月振りに例会が開催されたこ

とを嬉しく思います。 

 約 1年前は新元号「令和」が始まったばかりの時期

でありました。日本中が穏やかな明るい雰囲気に包ま

れていたように感じたのを、よく覚えております。そ

れから 1年ほどしか経っていませんが、今の日本は別

の国にいるような混沌と疲弊していっております。 

 今からの不安材料、懸念材料を挙げれば枚挙にいと

まはなく、まさに多くの方々が色々な状況下で明日を

憂いながら日々を送っていることと思います。このよ

うな災禍を私は初めて目の当たりにしました。 

 リーマンショックの時のような金融不安、度々発生

する震災における物理的な破損による不安、このコロ

ナ禍は金融不安も物理的な破損もなく、実体経済へ影

響を及ぼしております。この影響はひとえに感染防止

の為にあらゆる経済活動を人為的に自粛しておきた

ものであります。 

 これらのことに対して、経済活動を止めないよう、

何かこの現状に対して出来る事はないか模索する毎

日であります。しかしながら、移動や集会は自粛、若

しくは規模縮小の対策を講じざるを得ない状況です。

こうした状況下で出来ることは極めて限られており

ます。R1 理事会では、今年の末までの集会を禁止し、

オンラインのみで運営されるようですし、クラブの例

会、イベントはオンラインで行うか、中止または延期

を推奨しています。感染の状況はひと段落した感もあ

りますが、まだまだ予断を許さない状況が今後も続く

と思われます。ただその中でも、考えることを諦めず、

知恵を絞り続ける事、諦めずに今からを見続ける事こ

そ肝心なのだと感じております。 

 地区からの方針もまだ決まっていないため、具体的

な事業計画、例会のプログラムも作成できておりませ

んが、当クラブとしましては、各委員会ともコロナ対

策の 1本に絞りまして活動を進めていきたいと思って

おります。限定された活動にはなると思いますが、今

出来る事、やるべき事を考え続け、出来る事から実行

していきたいと思っております。 

しかしながら、私一人では何もできませんし、まだ
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まだ未熟でありますので、皆様のお力、お知恵を賜り

まして、この困難な局面を超えていけたらと思ってお

ります。来年度、精一杯頑張りますのでよろしくお願

いいたします。 

 ☆林会長・片山幹事、1年間ありがとうございました。 

 河野会長エレクト、次年度よろしくお願いいたします☆ 

 

◆次年度幹事報告◆         前田 建司 

・新年度例会スケジュール 

 ・7 月 16 日（7 月は 1 回）、 

 ・8 月 6 日 ガバナー補佐訪問 

 ・8 月 27 日 ガバナー訪問 

・地区研修、協議会に代る WEB 

 研修のご案内 

・クラブ現況作成に伴う原稿提出 

  のお願い 

 

◆会計より◆            前田 建司 

  

 休会中の予算のとりまとめは、次年度第 1 期会費徴 

 収の際に検討いたします。 

 

 

◆定款・細則変更の決議◆      芝野 弘三郎 

  

 定款・細則改訂案は例会での投票をもちまして承認

されました。 

 

◆SAA 報告◆             庄司 修二 

 

ニコニコ箱 

林たかみ会員：1年間ありがとうございました。 

片山秀樹会員：1年間ありがとうございました。 

庄司修二会員：高橋さん、おめでとうございます。 

        1年間ご苦労様でした。 

青  敬祐会員：1回 7万円の例会、ステーキ会食か 

        な？ 

黄堂泰昌会員：林会長、いろいろと気苦労お疲れ様 

        でした。 

芝野弘三郎会員：高橋様、ようこそ！ 

上島一彦会員：高橋太朗さん、入会おめでとうござ 

        います。 

前田建司会員：高橋さん、ようこそ。林会長、片山 

        幹事、1年間お疲れ様でした。 

        ありがとうございます。 

浦  収会員、木村知也会員、河野優作会員、 

西脇 悟会員 

 

米山奨学会 

川端崇且会員：高橋君、入会おめでとうございます。   

上島一彦会員、芝野弘三郎会員、前田建司会員、 

黄堂泰昌会員、西脇 悟会員、庄司修二会員、 

青 敬祐会員、河野優作会員、片山秀樹会員、 

木村知也会員、浦  収会員 

 

ロータリー財団 

青 敬祐会員、西脇 悟会員、芝野弘三郎会員、 

河野優作会員、浦  収会員、上島一彦会員、 

木村知也会員、片山秀樹会員、黄堂泰昌会員、 

前田建司会員、庄司修二会員、 

 

ポリオ基金 

木村知也会員 
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◆高橋太朗様 入会式◆ 

 

この度、コロナ禍の影響にて延期になっておりました

高橋様の入会式を執り行いました。林会長から金色の

会員章と『四つのテスト』『ロータリーの目的』の額

を授与された後、川端会員より高橋様のご紹介、そし

て高橋様のご挨拶とつづき、入会式も無事終了しまし

た。 

高橋様、これからどうぞよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

 

◆米山奨学生 ご紹介◆ 

2020 年 4月より 1 年間、米山奨学生として月に一度、

箕面ロータリークラブにお越し頂きます。当クラブを

通じまして、日本の文化や生活への理解がより一層深

まりますことをお祈り申し上げます。 

 

 ☆名前 イアン,パンニャー様   

 ☆国籍 カンボジア 

 ☆ニックネーム ニャー  

 ☆大阪大学大学院 工学研究科所属 

 

 

 

 

 

 

◆お誕生日祝い◆ 

 青 敬祐 会員  ４月２３日 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      ☆青様、おめでとうございます☆ 

 


