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2020-21年度 国際ロータリー会長 ホルガ―・クナーク 

国際ロータリー第 2660地区 2020-21年度ガバナー 簡 仁一  

4つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１ 真実かどうか   ２ みんなに公平か   ３ 好意と友情を深めるか   ４ みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

◆前回例会◆ 
 ２０２０年７月１６日（第２４５０回例会）  
     ♪ロータリーソング 「奉仕の理想」 
 
 【出席報告】     
  会員数 ２７名   出席者 ２１名 
  出席率 ８４％   

 

◆会長 新年度方針◆       河野 優作  

 

昨年度後半から今年度は新型コロ

ナウイルスの感染拡大により大幅な

計画、事業の変更を余儀なくされてお

ります。ホノルルで行われる予定であ

りました国際大会は中止となり、その

他パリとローマで行われる会長主催

会議も全て中止となっております。Ｒ

Ｉ理事会をはじめとするＲＩの会合

は全てオンラインで実施されることが決定しており

ます。当地区 2660 地区でも各組ロータリーデー、

2020-21地区研修・協議会、秋のライラ等も中止とな

り、当クラブにおきましても箕面まつり、あかつき園

納涼祭など例年行っておりました事業も中止となっ

てしまいました。混沌を極める情勢の中、また限られ

た活動しか出来ない現状に対して世界的なネットワ

ークを持つロータリークラブとして、果たすべき役割

や今出来る事とは何かを常に模索する毎日でありま

す。 

 

 国際ロータリー会長 ホルガ―・クナーク氏はドイ

ツ出身の方でドイツより初めてのＲＩ会長になられ

たそうです。2020-21年度 会長テーマは【ロータリ

ーは機会の扉を開く】であります。このテーマはロー 

タリアンがリーダーシップを強化する機会を作り、奉 

 

仕の理念を行動へと移し支援を必要とする人々の生

活が向上する活動を行うようにロータリアンを喚起

しています。 

 その方針を踏まえまして私の活動方針としまして

は、このコロナ禍の現状におきまして対外的に事業を

行うことは難しいと予想されますので、クラブ内での

活動に重きを置きたいと思います。初めにクラブビジ

ョン（方針）の策定を考えていきたいと思っておりま

す。戦略計画委員会、フォーラム等を活用しましてロ

ータリーの 10 年後、箕面ロータリーの 10 年後を見

据えての方針、具体的対応策を考えて行けたらと思っ

ております。このことが各会員のリーダーシップの向

上へ繋がるのではないかと考えております。 

 また、私の当初の計画でありました、世代間の交流

を活発化できたらと思っております。対外的には阪大

を主とした学生たちに対し、活動への後援、色々な情

報交換等を行う計画でした。これは今後のコロナウイ

ルスの状況を鑑みて考えていきたいと思っておりま

す。同時にクラブ内でもＩＧＭや例会が開かれない時

間を活用し、経験の浅い会員に対して先輩ロータリア

ンから色々な情報交換をできる場を多く増やし、若い

世代にロータリーの扉を開くきっかけになればと思

っております。ただこの事もコロナウイルスの状況に

影響されると思うのですが……。対外的な要因に活動

の多くを制限される年度になるとは思いますが、先程

の活動方針が少しでも成果を挙げ、次年度以降の活動

に繋がっていけたらと思っております。 

 合わせまして、今年度の事業計画は別としまして、

ニコニコ、米山、財団、ポリオ等へのご奉仕へのご理

解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 誰も経験したことのない事態でありますし、まだま

だ未熟な私でありますので、会員皆様のご指導、ご協

力をよろしくお願い申し上げます。                                                     

◆次回の例会プログラム◆ 
 2020年 8月 27日（木） 第 2452回例会 
  ガバナー公式訪問： 
    RI2660地区ガバナー  
      簡 仁一 様 
 

◆今週の例会プログラム◆ 
  2020年 8月 6日（木） 第 2451回例会 
  ガバナー補佐訪問： RI2660地区 1組 
   ガバナー補佐エレクト 辻川 功一 様 
   ガバナー補佐エレクト 延原 健二 様 
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◆幹事報告◆            前田 建司 

 ・次回例会は 8/6となります。 

  8月 6日 ガバナー補佐訪問 

  8月 27日 ガバナー公式訪問 

 ・青年交換プログラム（2020-21年度 

  派遣）学生募集 

  のご案内 

 ・囲碁大会のお知らせ 

 ・第１期会費について 

 ・お誕生日記念品について 

 ・８月例会のお食事について 

 

◆ＳＡＡ報告◆           木村 知也 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：河野会長、前田幹事 本年度よろしく 

        お願いします。イアンさん、ようこそ！ 

河野優作会員：今年１年よろしくお願いいたします 

川端崇且会員：年始、よろしく 

庄司修二会員：５１歳です 

青 敬祐会員：新年明けましておめでとうございます 

人羅一磨(水島)会員：水島教絵の代理です 

       よろしくお願いいたします 

岡内重信会員：河野会長、前田幹事様始め、理事の皆様  

       この一年頑張ってください 

片山秀樹会員：河野会長、前田幹事いよいよスタートです 

      １年間よろしくお願いいたします 

西脇 悟会員：皆様お久しぶりです 

前田建司会員：皆様１年間宜しくお願いいたします。 

浦  収会員：今季よろしくお願いいたします 

上島一彦会員、林たかみ会員、山本貴雄会員、三上智子会

員、高橋太朗会員、黄堂泰昌会員、尾崎夏樹会員、木村知

也会員 

米山奨学会 

黄堂泰昌会員、前田建司会員、浦収会員、河野優作会員、

木村知也会員、西脇悟会員、芝野弘三郎会員、尾崎夏樹会

員 

ロータリー財団 

前田建司会員、黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、浦収会員、 

西脇悟会員、片山秀樹会員、木村知也会員、河野優作会員、 

尾崎夏樹会員 

ポリオ基金 

尾崎夏樹会員 

 

 

 

 

 

 

◇前年度テーマ旗 贈呈◇ 

   林前会長、１年間ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

◇米山功労者 表彰◇ 

  第３回 上島一彦 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇７月お誕生日お祝い◇ 

 

      ７月 ８日 庄司修二 会員 

      ７月１４日 上島一彦 会員 

      ７月１９日 浦  修 会員 

      ７月３０日 片山秀樹 会員 

            渡部天介 会員（欠席） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           皆様おめでとうございます！ 

 

◇水島教絵会員 第２子ご誕生◇  

 おめでとうございます 
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◇地区補助金事業への感謝状授与◇ 

 昨年度、箕面市へ消毒用エタノールを寄贈したことに 

 たいしまして、箕面市倉田市長より感謝状が贈られまし 

 た。 

 

                 

～林前会長コメント～ 

 去る 4月 28日、緊急のロータリー財団補助金事業として

箕面 RC は、消毒用エタノールの寄贈を行いました。市内

の必要とされていた施設に箕面市を通じて配布していただ

き、消毒用エタノールが手に入らない時期でもあったので

大変喜んでいただきました。 

 そして今回 7月 22日、これに対して市長より箕面 RCに

感謝状をいただきました。「地域のために、地域と共に」を

スローガンとする我がクラブが、このように地元に奉仕する

ことができたことは大変嬉しいことでした。まだまだコロナと

の闘いは終わりそうにありませんが、これからも私たちにで

きることを模索し続けていきたいと思います。 

 

 

 

◇米山奨学生 イアン パンニャー様◇ 

 

 奨学生のイアン パンニャーと申し

ます。今月の生活を報告させていた

だきます。 

 新型コロナウィルスの影響で、他

の人と直面的にコミュニケーションを

あまり取れなかったです。毎日、ア

パートからオンライン授業をとります。

修士課程の一年生として、研究があ

るので、学校に行く許可をいただき、オンライン授業以外、

研究室に実験をしに行きます。７月末から期末試験がある

ので、忙しくなります。 

 最後に、皆様からの奨学金をいただく事で、日本で生活

と勉強ができるチャンスをいただき、本当に感謝を申し上

げます。 

 

 

 

 

          

 

 

       ～ロータリーは機会の扉を開く～ 


