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2022-23年度 国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ 

国際ロータリー第 2660地区 2022-23 年度ガバナー  宮里 唯子 

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◆ 
  
◇出席報告◇ 

  
 2022 年 7月 14日（木） 第 2523回例会 

  新年度方針  クラブ運営・社会奉仕 
 
    船場生涯学習センター 多目的室 2 

 
 会員数 30名  出席者 16名  
 出席率 61.53％ 
 

◆会長挨拶◆             芝野 弘三郎 

 

「ロータリーの友」について  

各会員は年間 3,300 円（毎月 275

円）を支払って購読しているわけです

が、RI 会長のメッセージから始まり、

世界中のロータリー活動のハイライト

が掲載されています。横書き部分と縦

書き部分の 2部構成になっています。 

今月の RI会長ジェニファー・ジョー

ンズ氏は「ストーリーを発信しよう」と題して、デジタル技術

を活用してロータリーのストーリーを発信し、関心がある人

に届くように、ツイートや投稿、ライブ配信を行い、ロータリ

ーの奉仕活動と理念がもたらす感覚を世界の人々と共有

しようということです。 

「イマジン・インパクト・ツアー」と称して、各重点分野で最も

影響が大きく、持続可能で大規模なロータリープロジェクト

に焦点を当てていくともいわれています。 

これを箕面クラブに当てはめると、広報・会報委員会が

主体となり、デジタル技術を利用して、各奉仕委員会と協

力しながら発信していってください。 

RI 会長は、毎月ロータリーの雑誌が届くのを楽しみにさ

れているようです。電子版よりも、じっくり椅子に座って、つ

やつやのページをめくるのが楽しいようです。ここにお持ち

した THE ROTARIANNは年間 US$24（毎月 US$2）で購読でき、

わがクラブも 5冊購入しているので、興味のある方は是非、

英語版も読んでみてください。 

2001-02年度、ウィンザー・ローズランド RCの会長時代、

例会で毎回、ランダムに会員を選び、なぜその人がクラブ

にとって大切なのかを話したそうです。私もこれを見習って

実践しようかと考えています。事前に各会員にインタビュー

が必要かもしれませんが。職業奉仕委員会にお願いしても

いいかもしれません。 

 氏は 2009年、42歳の時に乳がんと診断され、治療に

明け暮れする日々を送られたそうです。そんな中でも

2010 年 1月のガバナーエレクト研修セミナー（GETS）

で講演をされました。今では、がんにかからなければ

今の私はないとまでおっしゃっています。ちなみに

PETSは会長エレクト研修セミナーです。 

 縦書きコーナーでは、福岡伸一様の記念講演の要旨

が乗っています。虫オタクの少年が顕微鏡と出会い、

フェルメールを知り、最後はフェルメールオタクにな

った経緯が載っています。 

まだまだ沢山の事柄がロータリーの友には満載され

ていますので、熟読に値すると思います。 

 

この後、元プロボクサーの森田会員にとっておきの

健康法を披露していただきます。 

◆今週の例会プログラム 
2022年 7月 21日（木） 第 2524回例会 

  新年度方針  職業奉仕・国際奉仕 
 
    箕面観光ホテル 例会場 

 
 

 
    
  

 

◆次回の例会プログラム◆ 
2022年 7月 28日（木） 第 2525回例会 

  クラブ協議会 
 
    船場生涯学習センター 多目的室 1 
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◆幹事報告◆            木村 知也 

7月の例会について 

  21日 新年度方針（職業奉仕・国際奉仕） 

      箕面観光ホテル お食事なし 

  28日 クラブ協議会  

船場生涯学習センター 多目的室 1 

お食事あり 

・2022-23年度地区大会について →本日チラシ配布 

 2022.12.16～17日 リーガロイヤルホテル大阪 

       および 大阪国際会議場にて 

◆臨時理事役員会報告◆ 

【審議事項】 

・入会希望者について →承認 

  
◆SＡＡ報告◆            山本 貴雄 

ニコニコ 

芝野弘三郎会員：林委員長、河野委員長、よろしくお願いします 

前田建司会員：林委員長、河野委員長、宜しくお願い致します 

黄堂泰昌会員：河野社会奉仕委員長、林クラブ運営委員長、卓話よろ

しく！  

西脇 悟会員：林さん、河野さん、卓話よろしく！！  

庄司修二会員：誕生日プレゼントありがとう 

高橋太朗会員：今日もよろしくお願い致します 

河野優作会員、山根ひとみ会員、山本貴雄会員、森田雅之会員、 

尾崎夏樹会員、木村知也会員、道林侑輝会員 

米山奨学会 

林たかみ会員、庄司修二会員、前田建司会員、黄堂泰昌会員、 

河野優作会員、木村知也会員、芝野弘三郎会員、高橋太朗会員、 

尾崎夏樹会員、山根ひとみ会員 

ロータリー財団 

片山秀樹会員、庄司修二会員、前田建司会員、西脇悟会員、 

木村知也会員、芝野弘三郎会員、高橋太朗会員、尾崎夏樹会員、 

山根ひとみ会員 

ポリオ 

芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、山根ひとみ会員、高橋太朗会員、

庄司修二会員、尾崎夏樹会員 

恒久基金 

芝野弘三郎会員、尾崎夏樹会員、山根ひとみ会員、高橋太朗会員、 

西脇悟会員 

 

◆表彰◆ 

米山功労者 第 3回 片山秀樹 会員 

 

 

 

  

 

 

 ◆委員会報告◆ 

 戦略計画委員長  前田 建司 

 ・7/21例会終了後、第１回戦略計画委員会を開催 

 親睦活動委員長  山根 ひとみ 

 ・8/25 納涼例会について 

  2021-22年度 情報規定研修委員長  黄堂 泰昌 

  ・新入会員研修資料『新入会員のためのロータリー情報』 

   の作成について 

 

◆クラブ奉仕 新年度方針◆   

プログラム委員長   林 たかみ 

 

芝野会長の音頭で木村幹事も交えて、春からプログラム

については委員会で検討し、年間行事予定表を作成いたし

ました。現況に載せていますので見て

頂ければわかりますが、今年度は 41

回の例会を予定しております。その中

には 3 回のフォーラムと 3 回のクラブ

協議会が含まれています。フォーラム

は、特定のテーマについて会員同士

でディスカッションする場となりますが、

クラブ協議会との違いがわかりにくい

かと思います。My Rotary には、次のように書いてありまし

た。 

 

「クラブ協議会は、すべてのクラブ会員にとって以下のような

機会となります 

  ・例会と活動を振り返り、話し合う 

  ・プロジェクトと活動に関するアイデアを出し合う 

  ・クラブの強み、機会、弱みを評価する 

  ・目標と行動計画を立てる 

  ・委員会活動の調整を図る   

  ・ロータリーについての知識を学ぶ」 

ガバナー補佐が来られた際にも、上記のようなことを念頭

において、皆さんから発表していただく予定です。 

親睦活動として、納涼例会、クリスマス例会、創立記念例

会、そして 10 月に長寿のお祝い、2 月はテーマは未定です

が、2 回の移動例会をする予定です。例年行ってきたゴルフ

のコンペも今年は復活を目指し、準備を進めます。 

そして会員の皆さん全員が最低 1 回は前でお話ししてい

ただけるように卓話などをいれていますが、もし 2回でも 3回

でも卓話は何か例会で企画していただける方があれば、い

つでもプログラムを臨機応変に変更しますので、私にお知ら

せください。 
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また９月と１月と５月の 3回にわけて IGMが企画されていま

す。新しくはいられた方も増えたので、IGM の場で交流を深

めていただきロータリーのことを学んでいただきざっくばらん

にコミュニケーションを図っていただく場となればと思います。

詳細は近くになってから、木村幹事からアナウンスがあると

思います。 

戦略計画委員会は来週 7 月 21 日と 1 月 19 日の年 2 回

予定されています。 

プログラムの内容は、まずは例年通りというところですが、

コロナになってからの約 2 年半ほど、満足に集まれない日々

が続き、例年通りのことさえできないでいました。今年こそは

もとのような活発な活動ができればと願っています。そしてで

きうれば、もっと新しい企画やアイデアのつまったプログラム

を増やしたいと思っています。前年度、山本幹事がたくさん

のアイデアを提案してくださいましたし、例えば先日オルタナ

の森での家族を交えたＢＢＱの話もでておりました。今までで

きなかった分、皆さんの中にも楽しいことをしたいという思い

がかなりあるように感じています。 

是非、皆さんにどんどんアイデアをだしていただいて、プ

ログラムの企画、実現にご協力いただき、一緒に箕面ＲＣを

盛り上げていきたいと思っていますのでよろしくお願いしま

す。 

 

◆社会奉仕 新年度方針◆ 

                        委員長 河野 優作 

今年度、社会奉仕委員長を仰

せつかっております、河野です。

毎回のことでありますが、その責

任の重さを痛感しております。ま

ず新年度方針の前に自分自身の

勉強も兼ねましてロータリーの社

会奉仕についてご説明させて頂

きます。 

ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアンひとりひとりの個

人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理想を適用すること

を奨励、育成することであります。この奉仕の理想の適用を

実践するなかで、各クラブは様々な社会奉仕活動を開発し、

会員に奉仕の多大なる機会を与えてきました。ロータリアン

の指針として、また、社会奉仕活動に対するロータリーの方

針を明確に表すために、その原則は次のようにまとめられま

す。社会奉仕はロータリアンひとりひとりが「超我の奉仕」を

実践する機会であり、地域に住む人々の生活の質を高め、

公共のために奉仕することは、全てのロータリアン個人に   

とっても、またロータリークラブにとっても献身に値することで

あり社会的責務でもあります。これらの基本的な理念を踏ま

えまして今年度、当クラブの方針としましては 

① 地域社会が本当に必要としていること 

② クラブ会員の積極的な関わり、協力が得られること 

そして、以上のものに加えまして、今年度、当地区の重点方

針であります、コロナ禍で顕著になった「経済的に恵まれな

い子ども達や生活困窮学生達」への支援を含めた 3 点を指

針として進めていきたいと思います。 

 

事業計画と致しましては、今年度も地区補助金を活用し、

大阪青山大学の学生に対して支援事業を行います。概要と

しましては、新型コロナウイルス感染症の影響による学生本

人のアルバイトなどの収入減少、または生活維持者の収入

減少等により経済的に苦境にある在学生に対し、学生食堂

で使用できる無料ランチチケットと無料サイドメニューチケット

を学生に配布し、学生はそれを一定期間内に使用できるも

のとするというものであります。金額は上限一杯となる見込み

です。詳細につきましては現在、打合せ中であり未確定な事

項も多いのですが今年の９月２０日(火)に青山大学の後期オ

リエンテーションの時間帯の中で学生達に箕面ロータリーク

ラブの名称を記載したチケットを直接、ロータリアンから配布

を行う予定であります。また、学生達にアンケートを実施し、

今回の支援についての感想、現在の学生の経済状況などを

卓話者は未定ですが、卓話を頂く機会を設ける、許可が頂

けるのであれば大学内でロータリーの例会を開催できればと

考えております。９月２０日、当日は看護学科２年次生 96 名

の学生が参加される予定となっておりますので都合の付きに

くい時間帯だとは思いますが多くの会員の皆様のご参加よろ

しくお願いいたします。(14:20~15:10) 

また、以前より実施している事業を本年度も継続して実施

する予定であります。 

① 春、秋の全国交通安全運動への協力 

春、秋の全国交通安全運動と合わせまして、箕面駅周辺に

て啓発活動を行い、その活動期間に箕面警察署の方をゲス

トスピーカーとしてお招き致しまして卓話を頂く予定となって 

おります。 

② ゲートボール大会の実施 

箕面ロータリークラブ杯争奪ゲートボール大会としまして、今

年度は 10月初旬に実施する予定です。 

 

このように幾つかの事業を予定しておりますがまだまだ、

不勉強で至らぬ点の多い私ですので会員の皆様のご理解、

ご協力を頂きながら１年間頑張りたいと思います。 

引き続きよろしくお願いいたします。 


