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本日のプログラム

５ 月 ２０日（219８回）

「 大本山永平寺について 」

次回のプログラム

５ 月 ２７日

「 青少年奉仕月間 」
越賀 道秀 会員

２０２０年 ５月１３日(水) 第 2197 回 WEB 例会

松本 勝憲 会員
まだまだ未完成のままの発進です。
直接会う例会や行事を中止する上で、親睦を保つ独自の

１．ソング 省略

方法だと思っております。皆様のご協力を頂き、よいもの
になるように努めていきたいと考えておりますので、どう

２．ビジター紹介
なし

ぞ宜しくお願い致します。
くれぐれも皆様ご自身のお体を大事に、健康維持されま
すよう心よりお祈り申し上げます

３．会長の時間
尼崎東ロータリークラブ会員の皆様、いかがおすごし
でしょうか。
新型コロナウイルス(COVID-19)の脅威が益々拡大してお
り、政府も緊急事態宣言を発令する等、日常生活や社会生
活、経済など、組み合わされたジグソーパズルが崩れてい
くかのように思われます。
2 月 26 日(2195 回)のホーム例会以降、ウイルスの感染
防止の為、誠に残念ではありますが、例会を中止しており

４．会員誕生日及び結婚記念日お祝い
3 月度 誕生日お祝い
会員
安藤 正勝 ３月 ４日
夫人
松岡 和恵 ３月１５日

久保 照子 ３月２４日

川口妃佐子 ３月２６日

渡部千佳子 ３月２６日

結婚記念日御祝

ます。皆様の健康を守るために 必要な決定であることと

辻井 吉治 ３月 ３日

内堀健太郎 ３月１４日

ご理解頂ければ幸いです。

三田 恭男 ３月１６日

渡部 洪一 ３月２２日

本来なら東京オリンピック開催まで 100 日をきり、これ

中井

洋 ３月３０日

からさまざまな面で盛り上がってくる時期でもありました
が、世界中でのコロナウイルスの感染拡大で１年の延期と

４月度 誕生日お祝い

いう事態になってしまいました。ウイルス感染、拡大の恐

会員

怖と不安感が増すばかりで、いつ終息するのかも不透明で

高山 恒夫 ４月 １日

中西 孝光 ４月 ７日

す。

礒田 雅司 ４月１４日

内藤 成敞 ４月２２日

去る 4 月 8 日に今後の例会運営について、協議会を開催
させて頂きました。
その中でウェブサイトを利用した例会運営を検討する事

夫人
小坂 朋子 ４月 ２日

安藤 晴美 ４月 ８日

内堀 悠子 ４月 ８日

森本 敦子 ４月１５日

となり、4 月 15 日 WEB 例会についての協議会を開催致し
ました。

結婚記念日御祝

位置付けはあくまでも今回の問題に対する緊急用であり

西川 一正 ４月１８日

中田 雄久 ４月１８日

事態が終息すれば通常例会に戻す事を前提に話し合い、試

内藤 成敞 ４月２０日

大谷 勘介 ４月２０日

験的に WEB 例会を行う運びとなり、本日に至りました。

久保 建夫 ４月２６日

安田
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国際ロータリー会長

「

つながりは挨拶から 」

会 長
ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆ ｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ

亨 ４月３０日

森 本 吉 昭

５月度 誕生日お祝い

⑥元米山奨学生(2010-2011 年度)楽越さんよりのたより

会 員
西村 太志 ５月 8 日

小畑 充生 ５月１１日

平野高太郎 ５月１１日

滝口 謙一 ５月１８日

～尼崎東ロータリークラブの皆様～

中井 峰子 ５月１５日

大変ご無沙汰しております。
以

夫 人
三田 和代

５月１１日

田野島陽子 ５月２０日

前お世話になりました留学生

ご結婚記念日お祝

の楽です。

大海 昌栄

５月 ２日

松本 勝憲 ５月 ３日

梅埼 文彦

５月 ３日

高山 恒夫 ５月 ８日

世界中がコロナウイルス感染

田野島孝道 ５月２１日

松岡 秀光 ５月２７日

と戦っている中、
ニュースや日
本在住の友たちから日本国内の状況を聞きまして、心配し

５．幹事報告

なくてはなりません。

①第 2790 地区がバナーより豪雨災害の支援のお礼状が届

同じく出身の神戸大学を出た仲間といっしょに母校にマス

きました。

クを寄贈しました。NHK ニュースに報道されており、大変

②今年度事業実績報告提出のお願い

光栄に思っております。

各委員長へ メールまたは FAX にて 送付いたしますの

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20200421/202000770

でよろしくお願いいたします。

2.html

提出期限 ６月３日、発表は 6 月 10 日・17 日の 2 週
の予定。WEB 例会の場合は実績報告を WEB 例会に掲載い

米山奨学生はみんな世話クラブが違っており、みんな自分

たします。

で世話クラブにマスクを送ったりしております。塵も積も
れば山となる。少しでも役に立てれば、少しでも恩返しが

③地区大会表彰
皆出席

できればと思って、みんなが少しずつ日本にマスクを送っ
４５年表彰 安藤正勝 会員

たりしています。

２５年表彰 杉浦誠一 会員
２０年表彰 藤井輝男 会員

勝手ながら 4 月の上旬に尼崎東クラブにマスク百枚をお送
りさせていただきました。三週間がかりで、明日か明後日

④．地区委嘱状

はやっと届くことになっています。

（2020-2021 年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2680 地区）
・研修委員会 RLI 小委員会委員
勇 正一郎 会員
・規定審議委員会委員

日本は不要な外出は禁止となっており、クラブの定例会は
おそらく中止になっていると思いますが、マスクをする生
活はこれから長く続くと思います。国際便がだいぶ減って
いることもあり、税関のチェックも厳しい今、4 月より中

田中正喜 会員
・ロータリー財団委員会

国から海外への防疫物資の郵送は大変難しくなり、個人名
義では 100 枚しか送れませんでした。ささやかな気持ちで

ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ小委員会委員

すが。ぜひぜひお受け取りください。
三田恭男 会員

私たちの会社は二か月ほどの在宅勤務を経てやっと通常出
勤に戻って三週間です。今も通勤中やオフィスの中でマス

⑤ロータリー財団ポールハリスフェロー表彰
ポールハリスフェロー

高山恒夫 会員

クをしています。
新型コロナウイルスは全人類の災害に違いがありません、
みんなで乗り越えていきたいと存じます。

＊記念品及び委嘱状は郵送いたします。
また、皆様にお会いできることをお楽しみにしておりま
す。
楽

６．委員会報告
なし
７．スピーチ
「 創立記念例会 」

「第 2790 地区がバナーより豪雨災害の支援のお礼状」

森本吉昭 会長

本日は尼崎東ロータリークラ
ブ創立記念例会です。
ロータリーは人と人とのつなが
りを礎としています。
しかし現在、
新型コロナウイルス
の影響で例会や行事が行えない
状況です。
本当に残念に思います。
親睦、奉仕活動も出来ませんし、ウェブサイトを利用した
例会運営もただ発信しているだけのように思えます。様々
な方法で、少しずつでも充実したものにしていく事が出来
ればと考えております。会員の皆様、どうぞご理解とご協
力をよろしくお願い致します。
当クラブは 1974 年 5 月 8 日創立、尼崎北ロータリーク
ラブをスポンサークラブとし、今年 46 年を迎える事が出
来ました。
チャーターメンバーには安藤会員、中井会員、辻井会員と
3 名が在籍されておられます。ありがとうございます。
創立から 46 年間、紆余曲折、色々な事があったのではない
でしょうか。
今回はコロナウイルスの感染拡大で、緊急事態宣言発令
中、特定警戒地域のおまけまでついており、ウェブでの創
立 46 年記念例会となり、私自身、忘れる事の出来ないもの
となりました。
思い起こせば、昨年の記念例会は、姉妹クラブのソウル
城東ロータリークラブ会長他 8 名もの方が出席下さいまし
た。
今年は、ソウル城東ロータリークラブが創立 40 周年とい
う事で、
盛大な記念式典を予定されておられたようですが、
コロナウイルスの影響で中止されたそうです。
韓国では、徐々に日々日常が戻ってきているようですが、
まだ例会の開催にまでは至っていないようです。やはり、
ウェブサイトで親睦を図っているとの事でした。
今から来年の話をすると、鬼が笑うかも知れませんが、
あえて、次年度の記念例会は小野会長と共に、会員の皆様
とお会いし、会話をしながらの親睦と楽しい時間過ごせる
例会となるように願っております。

