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ＶＯＬ．４９    

２０２２年 ７月１３日(水)  第２例会 

 

１．ソング 「 尼崎東ロータリークラブ  」 

 

２．ビジター紹介 

なし 

 

３．出席報告 

会 員 数 ５２ 名 出 席 数 ４２名 

出 席 率 82.35％ 前々回補正90% 

 【本日の欠席】 

   西川・平野・細井・小坂・的場・西村(嗣)・小野・ 

大谷・三田・高山  各会員 

 

４．会 食 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．会長の時間 

 先日、阿部元首相が殺害されました。本当にショッキン

グな事件であり、何とか防げなかったのかと悔やまれます。

日本にとっても大変な損失であります。謹んで、哀悼の誠

をささげます。 

さて、私は昨年度に引き続き、地区のライラ小委員会に

出向させていただいております。若干ライラについてお話

いたします。地区の青少年奉仕委員会において、青少年プ

ログラムといえば青少年交換事業・新生代交換・インター

アクト・青少年指導者育成プログラムを言います。ロータ

リー青少年指導者育成プログラムを英語で言うと ROTARY 

YOUNG READERS IN ACTIONで、頭文字をとってＲＹＬＡ

となります。2019年に開催されたライラに次女を参加させ

たのがきっかけで、出向のお誘いをいただきました。ライ

ラがどういうものなのかについては、また別の機会にお話

しさせていただきますが今日は、出向することは非常にい

いという話をさせていただきます。地区の委員会は大抵月

1回実施されます。しかしながら、昨年度はzoomと会場出

席の選択性でした。自分としては、初めての出向でしたの

で、リアルで出席して、交流を深めたかったのですが、リ

アルで参加しているのはガバナー・パストガバナー・ガバ

ナーエレクト・ガバナーのミニー・危機管理委員長・青少

年委員長・運営幹事といったお歴々ばかりで、委員の方は

2・3人でした。こちらとしても引いてしまって、借りてき

た猫状態でした。でも、ライラの本番でコーディネーター

をさせていただき、それをきっかけにだいぶん打ち解けま

した。本年度に入り、先日1回目の委員会が開催され、懇

親会にも出席しました。実は、委員会の懇親会は初めてく

らいのレベルだったのですが、ROTARYの知らなかった話を

聞けて、ほんとに楽しい会でした。ロータリーに入会して

13 年になりますが、新入会員になったような気分でした。

東急リバブルのテレビコマーシャルでぐっさんこと山口智

充さんが小学生に“おじさんっていう魚がいるんだよ”っ

て言って、小学生が“そうなのー！”って言うのがありま

すが、そんな感じでした。伝わりますでしょうか？例えば、

皆さんご存じでしたか、当地区は２６８０地区ですが、２

６７０地区つまり、四国地区とは昔は同じ地区だったこと

を。その名残で、ライラはずっと2670地区と共同開催だっ

たらしいです。それに、よくよく考えたら、四国は4県で

本日のプログラム   ７ 月 ２０日（2285回） 次回のプログラム   ７ 月 ２７日 

「 クラブアッセンブリー 」 

                本年度各委員長 

「               」 

             野村 昌宏 会員 

尼崎東ロ-タリ-クラブ  SINCE 1974 
会      長      藤 井 秀 樹   
幹    事    西 村 太 志  
会   報      佐 藤 茂 樹   
会  場  ： ホテルヴィスキオ尼崎 
例会日  ： 水曜日  12：30 ～ 13：30 
http://amagasaki-east-rc.com 

e-mail amerc@kind.ocn.ne.jp 

 

ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 
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本日のメニュー  お弁当 

大根柚子風味煮 豆腐ピザ 

鯵のから揚げ生姜風味 
ハラミステーキ 

おろし玉葱ソース 

 茶碗蒸し 

梅ひじきご飯 味噌汁・香の物 

 デザート(トロピカルタルト) 



 

ひとつの地区になっているわけです。そのために苦労もあ

るようです。例えば、ガバナーが変わるたびにガバナー事

務所が引っ越しするらしいとか。そんな話はクラブであま

り出てこない話題なので、聞くことすべてがというと言い

過ぎですが、新鮮で非常に楽しい懇親会でした。なので、

出向の機会があれば、ぜひとも積極的に行っていただきた

いと思います。本年度は当クラブからたくさんの方にご出

向いただいています。ひょっとすると、次年度お声がかか

るやもしれません。その場合は少し無理をしても出られる

ことをお勧めします。得るものがある、というよりも純粋

に楽しいと思います。 

話は変わりまして、国際ロータリー会長のジェニファ

ー・ジョーンズ氏について少しお話します。初めての女性

会長ということで、個人的にも興味があり、少し調べてみ

ました。ジョーンズ氏は、カナダ・オンタリオ州のウイン

ザー・ローズランド・ロータリークラブの会員です。ま

た、職業はウインザーにあるMedia Street Productions 

inc.の創業者兼社長です。英語表記なのでよくわかりませ

んが、調べてみますと、どうも、テレビやビデオの映像な

んかを作っている会社のようです。また、ウインザー大学

の理事長であり地域の商工会議所の会頭を務められたり、

法学の博士号も取得された才女のようです。どんな功績が

あれば国際ロータリーの会長になれるのか想像もつきませ

んが、平凡な人生を歩んできた私にとって、注目すべき人

ですし、何より本年度のROTARYの基本的な方向性を示す

立場の人なので、今後もご紹介をしていきたいと思ってい

ます。新型コロナがまた増加傾向にありますので、若干お

気を付けいただければと思います。 

 

６．前年度皆出席お祝い 

ホーム例会最多出席会員 ６名 

 

          渡部会員  内堀会員 

 

    勇会員 佐藤会員 太田会員 木村会員 

 

 

７．幹事報告 

 ・今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いたします。 

 

８．委員会報告 

 ・青少年奉仕委員会(小畑委員長) 

   尼崎つばめ学習塾 同好会立上げ 

 ・親睦活動委員会(近委員長) 

   例会終了後、委員会開催。 

 ・公共イメージ委員会(安田委員長) 

   ７/20例会終了後、委員会開催。 

 

９．同好会報告 

 ・ゴルフ同好会 

  本日、午後６時よりホテルヴィスキオにて総会開催。 

 ・野球同好会 

  7/26(火)18:30より 総会開催。場所：桜里 

 

 

48 安藤 

47 中井 

43 松岡 

37 喜多 

25 田中・松本 

24 小坂 

23 藤井(輝) 

18 石本・小野 

15 内藤 

12 小畑・礒田・田野島 

11 藤井(秀) 

10 中田・木村 

8 平野・渡部 

7 三田・勇・森・近・梅崎 

4 齋藤・細井 

3 西村(太)・太田・内堀・安田・西村(嗣) 

2 大海・平山・野村 

1 佐藤・山田・山本(淳)・大矢 



 

10．ＳＡＡ報告  

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

 

＊苦節15年、先日土曜日はじめてゴルフでスコア100切

りました。同伴の山本さん西村さんが承認です。次は

90切りがんばります。 

  ··········································· 梅崎 

＊前年度皆出席お祝いありがとうございます。 

 ··············· 安藤・藤井(秀)・藤井(輝)・平山・ 

勇・石本・金山・川口・木村・越賀・ 

久保・松本・森・中井・中島・野村・ 

西村(太)・小畑・太田・大海・大矢・ 

齋藤・佐藤・田中・内堀・渡部・ 

山本(淳)・安田 

 

＊本日クラブアッセンブリーです。 

各委員長様どうぞよろしくお願いいたします。 

 ··············· 安藤・藤井(秀)・藤井(輝)・平山・ 

勇・石本・金山・川口・木村・喜多・ 

近・越賀・久保・松本・森・森本・ 

中井・中島・中田・野村・小畑・ 

太田・大海・大矢・齋藤・佐藤・ 

武部・田中・辻井・内堀・山本(淳)・ 

安田 

 

 

 

 

 

 

12．スピーチ 

「 クラブアッセンブリー 」 

  

① 前年度(会計報告)    ② 会計監査報告 

  松岡秀光 副会計      山田暁久 会計監査  

  
② 今年度(会計発表)     ④クラブ管理運営委員会 

中井 洋 会計      礒田雅司 委員長 

 

  

⑤例会運営委員会     ⑥親睦活動委員会 

   渡部洪一 委員長     近 知史 委員長 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

2022～2023年度 第1回 (７月度) 理事会議事録 

開 催 日 時：2022年７月６日(水) 19：30 ～  ：  

会 場：上海花園２階 

（住所・尼崎市神田中通４丁目164-3） 

出 席 者：藤井(秀)・石本・野村・安田・中田・平野・ 

中井・森本・近・西村(太) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：小坂 

欠   席：礒田 

記録作成者：安田 

                            

「報告事項」  

・なし 

 

 

 

本日の金額        ６１,０００円 

累    計    １４８,６５０円 



 

「協議・審議事項」 

 

１． 各委員会事業計画の件 

親睦活動委員会 旅行は秋頃に計画している。 

 

２． 会計予算の件 

・ミリオンダラーミールの実施について 

年６回 実施日 8月、10月、12月、2月、4月、

6月の各第3例会時 

・ガバナー補佐活動費補助及び随行者について 

ガバナー補佐活動費として交際費より10万円の拠出 

ガバナー補佐随行者への補助として交際費より 10 万

円計上 

 

全員賛成可決承認 

 

３． 年間スケジュールの件 

①クラブ休会について 

 年４回 

2022年8/10・12/28・ 

2023年1/4・3/29 

②ガバナー補佐出席 

クラブ協議会 

2022年9月14日 

③ガバナー公式訪問 2022年9月28日 

④クリスマス忘年家族例会 

（親睦活動委員会） 

2022年12月21日(水) 

 ※場所は後日上程 

⑤尼崎６ＲＣ新年合同例会 2023年1月11日(水) 

※場所は後日上程 

⑥尼崎グループＩＭ 2023年2月25日(土) 

※場所は後日上程 

   

  全員賛成可決承認 

 

４． 今年度の例会運営と例会出席扱いの件 

・緊急事態宣言・蔓延防止が発令された場合のクラブ

としての対応について 

緊急事態宣言発令時は休会とする 

まん延防止措置の場合は開催（出席は会員の意思

に委ねることとし、欠席の場合でも 

出席扱いとする）   

 

全員賛成可決承認 

 

５． その他  

 添付資料年間プログラム2023年1月度理事会は1/18に

変更 

 次回理事会開催、８月３日(水) 例会終了後 予定 

以 上 

 ゴルフ同好会総会  

 2022.07.13 ﾎﾃﾙｳﾞｨｽｷｵ 

 

 

 

 

 


