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２０２２年 ７月 ６日(水)  第１例会 

 

１．国歌斉唱 「君が代」 

ロータリーソング 「 奉仕の理想  」 

 

２．ビジター紹介 

(藤井輝男会員ゲスト) 田村千夏 氏 

  (米山奨学生) 許 金阳(ｼｭ ｷﾝﾖｳ) さん 

 

３．出席報告 

会 員 数 ５２ 名 出 席 数 ４６名 

出 席 率 90.12％ 前々回補正91.83% 

 【本日の欠席】 

   西川・的場・大谷・三田・高山・山本(伸)  各会員 

 

４．会 食 

   

 ≪ 乾  杯 ≫   

 

石本直前会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今年度理事役員・委員長紹介 

役員6名 

会 長 藤井秀樹 

直前会長 石本一也 

副会長(会長ｴﾚｸﾄ) 礒田雅司 

幹 事 西村太志 

会 計 中井 洋 

会場監督 森本吉昭 

理事5名 

親睦活動委員長 近 知史 

会員増強常任委員長 野村昌宏 

公共イメージ常任委員長  安田 亨 

奉仕プロジェクト常任委員長 中田雄久 

ロータリー財団常任委員長 細井貴彦 

                                         (敬称略)  

６．会長就任挨拶 

 本年度、会長の重責を担

うこととなりました、藤井

秀樹です。どうぞ一年間よ

ろしくお願いいたします。

まずは、改めて自己紹介を

させていただきます。 

昭和 42年 7月 5日生まれ

の 55 歳です。西宮生まれ

の西宮育ちで、尼崎には縁

もゆかりもありませんが、尼崎青年会議所に始まり、商工

会議所青年部を経て、尼崎東ロータリークラブへ入会させ

ていただき、尼崎のために多少は貢献しているのかなと思

っております。 

家族は妻と 25歳の長女と 23歳の次女、そして 21歳の長

男の5人家族です。長男は大学3年生でもう2年で卒業で
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本日のメニュー  お弁当 

シーフードの 
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梅ひじきご飯 味噌汁・香の物 

 デザート(オベラ風ショートケーキ) 



 

すので、そうなると少しは肩の荷が下ります。 

職業は、土地家屋調査士という資格で自営をしており、法

務局の不動産登記やそれに係る測量を生業としております。 

ロータリー歴は、2010年に入会させていただき、足掛け13

年目になります。とは言え、ロータリーの何たるかについ

ては、全く分かっていませんので、付け焼刃で勉強しなが

らの1年間となりそうで、我ながら、なんとも心もとない

状態です。 

さて、ちょうど一年前に、副会長兼会長エレクトになりま

した。当然会長になる前提ですので、そのことを想像する

と、自分なんかで大丈夫なのかとひどく不安になりました。 

なんでこんなに不安になるのかと考えてみた時に、私自身

にロータリーが何なのか、会長の役割が何なのか、どうす

れば正解なのか、自分なりの基準がないことが原因だろう

と思いました。 

なので、正解かどうかわかりませんし、漠然とですが、こ

ういう風に理解しておこうとか、こういう方向に進むべき

だとか、こうあるあるべきだとか、自分なりに在り方を考

えたので、それをお伝えして、皆様にも私がどういう考え

で会長方針を示して、1 年間クラブを運営していくかをご

理解いただければと思います。非常に漠然としていて恐縮

ですが、具体的にはクラブアッセンブリーにて各委員長様

からお示しいたします。 

まず初めに、会長の役割についてです。 

ロータリーの1年はクラブの長い歴史の1ページにしか過

ぎないということです。 

最終例会で、礒田副会長が一話完結の物語であるというお

話がありました。 

それは確かにその通りです。ですが、一方で1974年の設立

で始まった物語の途中で、永遠に完結しないストーリーの

一部に過ぎないという側面もあります。 

ですので、私の役割は、クラブを現時点より少しでも良い

状態にして次に引き継ぐことであり、そのためのクラブ運

営であり、増強であり、親睦事業であり、奉仕事業である

と考えます。当たり前のようですが、これを怠った結果が

どうなるかは、他のクラブを見ていれば一目瞭然です。 

そういう視点に立って考えた時に、第一に増強が重要とな

ってきます。 

会員数はクラブの力になります。 

予算編成をしていて感じましたが、当クラブは決して潤沢

な予算があるわけでなく、と言うか、なんなら、現在の会

員数は最低限必要で、適正会員数はまだ上であると感じる

ほどです。 

会員増強は、決して気を抜いてはいけない、重点実施事項

です。 

増強委員長にはくれぐれもお願いいたします。 

第二に、現会員の維持・退会防止の施策です。 

話が飛びますが、本年度ＲＩ会長のジェニファー・ジョー

ンズ氏は次のように述べられています。 

「ロータリーでの私たちの中心的な役割は、各会員の参加

を促すための適切な“部品”を見つけること。つまるとこ

ろ、大切なのは会員にとっての心地よさと配慮です。積極

的な参加こそが会員にとって重要であり、会員がロータリ

ーに何を期待するかを尋ねたうえで、果たしがいのある責

任を会員に与えることが重要である。」 

話は戻りまして、2019年のコロナ発生後も、たくさんの新

入会員に入会していただいています。しかし、例会も休会

になるか、開催しても衝立で会話もままならず、親睦事業

はなおのことです。私はロータリーに所属する意義を感じ

てもらっているのか、気がかりでなりませんでした。我々

はジェニファー・ジョーンズ会長の言うところの「新入会

員に果たしがいのある責任と役割」を与えることができて

いるのかと。 

そのために本年度は、まずは会員研修に力を入れます。 

新入会員に対する研修は当然ですが、既存の会員に対して

も地区重点目標『DEI』多様性・公平さ・インクルージョン

に対する理解を深めることにより、会員誰もが組織に受け

入れられていると感じる居心地の良い状態、インクルーシ

ブ（包括性）な状態を作れるよう努力します。 

また、親睦事業や奉仕事業への積極的な参加を促し、その

係わりの中でそれぞれが居場所を作れるよう努力します。 

最後に、持続可能なクラブがどのような状態なのか、調査

研究します。 

世の中はすさまじいスピードで変化しています。我々ロー

タリークラブも順応を求められています。国際ロータリー

が指標を示してもらってはいますが、意外と変化に対して

保守的でなかなか受け入れられるものではありません。 

例会は本当に月4回が妥当なのか？夜例会は取り入れない

のか？ｗｅｂ出席の是非は？ 

こう言ったクラブの根幹にかかわる事項を改革する力量は

私にはありませんが、議論する時期が来ていることも確か

です。 

いろいろ申しましたが、結局、当然のことを当たり前にや

ることが大切なのだと思います。 

伝わったかどうか、わかりませんが、そんな思いで1年間

やっていきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、会長方針を読み上げさせていただきます。 

2022～2023年度 会長方針 

Inclusion 

『ロータリーに居場所を作ろう』 

 新型コロナウイルスが及ぼした影響は、まさに世界規模



 

の災害と言えます。人類の生命や健康に対する被害と言う

よりは、文明や文化、社会そのものへの被害が大きいと言

えます。しかしながらそれにより、新しい価値観、新たな

生活様式が生まれ、人との付き合い方や組織の在り方も前

と同じというわけにはいかないのかもしれません。だから

と言って、私たちは立ち止まっているわけにはいきませ

ん。前に進まなければならないのです。それは社会全体が

新しい方向に動き始めているからです。 

2022～2023年度ジェニファー・ジョーンズRI会長のテ

ーマは『イマジン ロータリー』です。ジョーンズ氏は世

界にもたらせる変化を想像して大きな夢を描き、その実現

のためにロータリーの力とつながりを生かすよう呼びかけ

ました。尼崎東ロータリークラブは、ここ数年たくさんの

新入会員を迎えることができました。年代分布もバランス

の良い理想的なクラブです。しかし、そういった新しい会

員が真の意味でロータリークラブの会員であると感じるの

はクラブに居場所ができた時です。そのためには会員自身

が果たしがいのある責任を担う必要があります。 

RI2680地区 阪上ガバナーの行動指針は“Let`s 

Enjoy Rotary ‼”「共にロータリーを楽しみましょう、

ロータリーの明日に夢を込めて」とし、すべてのロータリ

ー活動が、「ロータリーを楽しむ場」となることを重点目

標にされています。皆さん、今こそ積極的に参加し、ロー

タリーを楽しみましょう。 

また、クラブ自体も新しい社会の動きに呼応して変わ

っていくべきです。地区の重点目標の、DEI（Diversity, 

Equality,Inclusion/多様性、公平さ、インクルージョ

ン）という考え方こそが持続可能なクラブを作るのではな

いでしょうか。 

尼崎東ロータリークラブは本年度、尼崎グループのホ

ストクラブとしてガバナー補佐を輩出し、IMも実施しま

す。また、地区補助金申請事業として尼崎に特化した歴史

のデジタル副読本を作成し、市内の小学生に配布します。

さらに昨年度からの継続事業で、中学生を対象とした支援

事業として、無料学習塾も引き続き実施します。 

ちなみにターゲットのInclusionは直訳すると包括と

訳される言葉で、組織内にいる誰もが「その組織に受け入

れられ、認められていると実感できる状態」を指します。

盛りだくさんの1年間ですが、会員の積極的な参加によ

り、皆様が居場所を作れるようなクラブにしていきます。

よろしくお願いいたします。 

 

７．副会長就任挨拶 

 本年度、副会長を務めます

礒田でございます、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 本年度、私には3つの役目が

あると考えています、一つは副

会長として、本年度の藤井会長

をお支えする事はもちろんの

事、尼崎グループ、IMの開催ク

ラブとしてまた、田中ガバナー

補佐を輩出するクラブとしての役目を果たすこと。 

 二つ目に会長エレクトとして次年度に控える当クラブの

５０周年という大きな節目の年に向けての準備を怠りなく

進めること。 

 そして三つ目は、クラブ管理運営委員長として会員一人

ひとりが楽しめるクラブにしたいと思っています。 

 益々元気のあるクラブ運営に努めて参りたいと思います。 

 一年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

８．幹事就任挨拶 

 本年度、幹事を仰せつか

りました、西村太志です。 

どうぞ一年間よろしくお願

いいたします。まずは、改め

て自己紹介をさせていただ

きます。昭和５１年５月８日

生まれの４６歳です。 

長崎県諫早市生まれの神戸

市育ちです。途中、大学の関係で大阪の茨木市に住んでい

ました。27 歳の頃から結婚を機に尼崎に住んでおります。

兄弟はおらず一人っ子です。妻は3年7カ月前に癌により

他界しております。今は、高2と大学1年の男の子と私の

母親とで生活しております。 

職業は、広告代理店です。主に屋外広告、交通広告をメイ

ンに取り扱っておりまして、広告看板設置場所の調査から

見積もり、施工工事まで行っております。 

ロータリー歴は、2019年に入会させていただき、４年目に

なります。皆様と楽しく親睦させて頂き感謝しております。 

たまにしんどい時もありますが、気持ちよく奉仕活動をさ

せて頂いております。今回、藤井秀樹会長より1年前から

副幹事のご指名を頂き、例会会場の白板に次第を記入する



 

役目、理事会の議事録を作成する役目を頂き、あっと言う

間に1年が経ちました。幹事と言う役目を担うのは、人生

で初めての経験です。 

幹事と言うロータリーの役割についてですが、「幹事」と言

う文字を見ていますと、「幹になる事」と書きます。「ロー

タリーとはどういった団体か」と研修を受けた時、樹木の

絵を例えて表現する事が有ります。樹木で例えると、ロー

タリークラブが根っこ、枝や葉っぱがメンバーの皆様、花

や実が奉仕活動になると解釈しております。それをつなげ

る「幹」となる「事」と書いて「幹事」になります。とな

ると、会長は花を咲かせ、大きな実を付ける為に、樹木を

育てる人と言う事になると思います。 

会長が撒いた水や肥料を吸い上げ、皆様に繋げる強い「幹」

に成れるように努力していきますので、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

９．ガバナー補佐挨拶 

 
   尼崎グループガバナー補佐 田中正喜 

 

10．米山奨学生奨学金授与 

 

  (米山奨学生) 許 金阳(ｼｭ ｷﾝﾖｳ) さん 

 

 

 

 

11．前年度会長・前年度幹事へ 記念バッチ贈呈 

 
      石本前会長   内堀前幹事 

 

12．今月の誕生日＆結婚記念日お祝い 

 
会員誕生日 

  藤井 秀樹   7月  5日   内堀健太郎 7月 6日 

石本 一也  7月 14日    中田 雄久  7月19日 

    山本 淳  ７月 27日 

夫人誕生日 

  西村紗代子  7月22日 

結婚記念日 

  太田 叶子   7月18日 

 

13．幹事報告 

① 本日、上半期請求書をBOXに入れておりますの

でよろしくお願いいたします。 

② 次週よりクラブアッセンブリーを開催いたしま

すので各委員長よろしくお願いします。 

③ ガバナー月信のファイルを各自お持ち帰り下さ

い。 

④ ロータリーレートの変更のお知らせ 

    ７月ﾚｰﾄは １㌦￥１３６－ となります。 

 

 



 

 

14．各委員会報告 

 ・青少年奉仕委員会(小畑委員長) 

  学習支援プロジェクト青少年学習支援同好会メンバー

募集  回覧  

 ・親睦活動委員会(近委員長) 

  次週例会終了後委員会開催 

 

15．同好会報告 

  なし 

 

16．ＳＡＡ報告  

↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞ 

 

＊ご挨拶と一年間のご協力をお願いに来ました。 

 よろしくお願いいたします。 

  ········· 尼崎グループガバナー補佐 田中正喜 氏 

＊一年間、宜しくお願いします。 

  ········································ 藤井(秀) 

＊これから１年間幹事を務めさせていただきます。 

 宜しくお願い致します。 

  ········································ 西村(太) 

＊息子の少年野球兵庫県大会近畿大会優勝しました。 

 ８月４日より全国大会、全国制覇してまいります。 

 いつも応援ありがとうございます。 

  ··········································· 内堀 

＊内堀さん、まさに!!今日お誕生日おめでとうございま

す。そして昼食をごゆっくりと・・ 

  ··········································· 大海 

＊先日、田中ガバナー補佐の随行で尼崎ロータリーク 

ラブへ行って参りました。他クラブの様子も見れて 

勉強になりました。 

  ··········································· 佐藤 

＊誕生日お祝ありがとうございました。 

  ·························· 藤井(秀)・内堀・石本・ 

中田・山本(淳) 

＊夫人誕生日お祝ありがとうございました。 

  ········································ 西村(嗣) 

＊結婚記念日お祝いありがとうございました。 

  ···································· 太田 

 

 

 

 

 

 

 

＊藤井会長、西村幹事、 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 ·················· 安藤・藤井(輝)・平野・平山・ 

細井・勇・石本・礒田・金山・ 

川口・木村・喜多・近・小坂・ 

越賀・久保・松本・松岡・森・ 

森本・内藤・中井・中島・中田・ 

西村(嗣)・野村・小畑・小野・ 

太田・大海・大矢・齋藤・佐藤・ 

武部・田中・田野島・辻井・内堀 

梅崎・渡部・山田・山口・ 

山本(淳)・安田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の金額        ８７,６５０円 

(内３コイン)  １２,６５０円 

累    計    ８７,６５０円 


