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ＶＯＬ．４９    

２０２３年 １月１８日(水)  第２例会 

 

１．ソング 「 尼崎東ロータリークラブの歌 」 

 

２．ビジター紹介 

  (米山奨学生) 許 金阳(ｼｭ ｷﾝﾖｳ) さん 

 

３．出席報告 

会 員 数 ５４ 名 出 席 数 ４０名 

出 席 率 76.92％ 前々回補正86.54% 

 【本日の欠席】 

   川口・西川・平山・細井・的場・中島・西村(嗣)・ 

小野・大谷・高山・内堀・山田・山本(伸)・庄中  

各会員 

 

４．会 食 

 

  

 《 乾杯 》   

石本一也 直前会長  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．会長の時間 

12月の年次総会以来、ひと月ぶりのホーム例会です。

気がつけば1月も後半に入っております。 

1月は行く2月は逃げる3月は去ると言いますが、うか

うかしているとあっという間に春になりそうで、そろそろ

仕事のほうもしっかり進めないと、と思っているところで

す。このひと月の間に事業等いろいろありました。 

まずは、年末のクリスマス忘年例会では、近委員長を

はじめとする親睦委員会の皆様には大変お世話になり、あ

りがとうございました。会場のコンラッドホテルには初め

て行かせていただきましたが、家族も大変喜んでいまし

た。こんなことでもないとなかなか行けないで、これもロ

ータリーならではと思います。ただ、当日、早入りをした

関係で久保さんに誘われまして、40階のスカイバーでビ

ールをごちそうになりました。二人で2杯ずつのんで、

12,000円ほどかかりまして、さすが高級ホテルは値段も

高級でした。久保さん、その節はごちそうさまでした。 

あと、12/27には、無料学習塾の餅つきが小田南障害学

習センターで開催されました。 

小畑青少年委員長をはじめメンバーの方々には、大変お世

話になり、ありがとうございました。 

朝から夕方までの事業でしたので、段取りも含めてお疲れ

になったことと思います。今年の年末の開催予定はわかり

ませんが、もう少し分担をしてできればと思います。 

また、先週の日曜日の1/15には地区の職業奉仕セミナ

ーがありました。2550地区から宇都宮北RC所属でパスト

ガバナーの方が講師でお越しいただいて職業奉仕について

学ばせていただきました。なかなか多岐にわたる話であま

り残っていないのですが、一つだけ残っているお話があり

ますのでご紹介をさせていただきます。要約しますと、

「会員は例会に出席して人間性を研鑽し、それを仕事で生

かすこと、それが職業奉仕である。でも例会で得たことも
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本日のメニュー  お弁当 

八寸(出し巻き・花ちらし蓮根・昆

布巻き・たたき牛蒡・大根なます酢 

イカそうめんとほうれん

草の梅酢和え 

鮭と長芋の 

バター醤油焼き 
鶏肉とキャベツの蒸し煮 

 茶碗蒸し 

梅ひじきご飯 味噌汁・香の物 

デザート(田舎おはぎ あんこ・きな粉・抹茶わらび餅) 



 

1週間もたてば忘れるので、また例会に行って自分を見つ

め返す、その循環が大切である。」と言う話がありまし

た。 

また、「そのために、運営側は例会を形骸化せずに出席し

てよかったと思える例会づくりを心掛ける必要がある」と

おっしゃっていました。 

現在、クラブを運営する立場にいる自分としては、耳が痛

いお言葉でした。本年度も半年が終わり少し肩の荷が下り

たと思っていたのですが、それではだめで、毎週欠かさず

ご出席をいただいている会員さんのためにも、来てよかっ

たと思える例会づくりを心掛けたいと思います。 

また、毎週、会長の時間をいただいているのですが、あと

二十数回しかないのわけですから、一回一回を大切にして

いこうと、新たに肝に銘じたしだいです。 

あと5か月半お付き合いをお願いしたいと思います。 

最後に、ＩＭについてのご報告とお願いです。 

何度かお知らせさせていただいていますが、本年度IMは

2/25の土曜日に開催されます。本年度はガバナー補佐を

輩出している当クラブがホストクラブとしてIMを開催し

ますので、運営にあたり人手も必要ですし、尼崎グループ

の他クラブにも出席を呼びかける関係上、我がクラブの参

加人数が少ないようでは、失礼に当たります。会員の皆様

にはご負担をおかけしますが、その辺をご理解いただき、

ご出席をお願いできればと思います。よろしくお願いをい

たします。懇親会では、愉快なゲストも来ていただきます

ので、お越しいただき途中で帰らず最後まで楽しんでいた

だければ幸いです。 

 

６．地区より委嘱状 

 

2022-23年度地区大会 大会信任状委員会 

 委員 田中正喜会員 

2023-24年度 

公共イメージ委員会 委員長  

社会奉仕委員会プロバスクラブ小委員会 委員長 

田中正喜 会員 

 

2023-24年度 ＲＬＩ 委員会 委員長 勇 正一郎会員 

 

2023-24年度 社会奉仕委員会 社会奉仕小委員会 

 委員長 小坂圭一 会員 

 

７．米山表彰 

         第１回 米山功労者 田野島孝道 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８．米山奨学生奨学金授与 

 

（米山奨学生) 許 金阳 さん 

 

９．今月の誕生日＆結婚記念日お祝い 

 

 

会 員        

大矢 悦子 １月 １日  中井  洋   １月 ６日 

安田  亨  １月   7日  大海 昌栄 １月１０日 

山本 伸司 １月 ２３日 

夫 人 

藤井マルミ  1月 ４日    近  和子  1月１３日 

武部佐和子  1月１４日   中田 沙和  １月１４日 

辻井寿美子  1月２５日 

 結婚記念日 

 勇 正一郎 １月 １日  山田 暁久 １月 １日 

 越賀 道秀 １月２５日   木村 長和   1月２９日  

 

10． 幹事報告 

① 本日、下半期会費請求書をＢＯＸに入れております

のでよろしくお願いいたします。 

 なお、ＩＭ登録料及び地区大会登録料も一緒に請求

させて頂いています。 

② 奉仕活動団体フォーラ開催のお知らせ 

  ２月４日(土)ANAクラウンプラザ神戸 おいて 

  国際ワイズメンズクラブ国際協会主催で 

  ライオンズクラブ・ロータリークラブ・キワニスクラ

ブ・ワイズメンズクラブ  

  の合同でフォーラムが開催されます。ご興味のある方

はご参加ください 

   案内    回覧  

 

 

11．委員会報告 

 ・新会員歓迎会について(近親睦活動委員長) 

  ２月８日(水)夜例会に変更 

  会費については理事会決定後、来週より回覧予定 

 ・小田南学習プラザ無料学習塾事業について 

  (小畑青少年奉仕委員長) 

  １月よりメークアップ対象となります。 

  条件：事前に参加申し出必要 

  

12．同好会報告 

 ・囲碁同好会・・・・例会終了後開催 

 ・ゴルフ同好会 

  ３月７日(火)第203回ゴルフコンペ開催の案内 

  場所：ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 

  集合：マスター室前 ９：45分 

  会費：￥2,000- 

  出欠の〆切 ２月15日(水) 

 

13．スピーチ 

 

年男スピーチ  

 

内藤成敞 会員 



 

 

木村長和 会員 

 

 

礒田雅司 会員 

 

10．ＳＡＡ報告  

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

 

＊春に向かっていますね。庭のチューリップも5ｃｍほど

に伸びました。 

  ········································· 田野島 

＊本日、卯歳スピーチ頑張ります。 

よろしくお願いいたします。 

  ····································· 木村・礒田 

＊事務局岩田さん、昨日は大変お世話になりありがとうご

ざいました。 

  ··········································· 松本 

＊誕生日お祝いありがとうございました。 

  ························· 大矢・中井・安田・大海 

＊夫人誕生日お祝いありがとうございました。 

  ·················· 藤井(秀)・近・武部・中田・辻井 

＊結婚記念日祝ありがとうございました。 

  ································· 勇・越賀・木村 

＊新年おめでとうございます。本日は年男スピーチです。 

 内藤会員、木村会員、礒田会員どうぞよろしくお願い致

します。 

  ················ 安藤・藤井(秀)・藤井(輝)・平野・ 

勇・石本・金山・近・小坂・越賀・ 

久保・松本・森・森本・中井・ 

中田・西村(太)・野村・小畑・ 

太田・大海・大矢・齋藤・三田・ 

佐藤・武部・田中・辻井・梅崎・ 

渡部・山口・山本(淳)・安田 

 

 

 

 

 

ロータリーレート 

2023年1月 1ドル＝132円 

 

 

 

 

1月16日（月）第33回 

今年最初の尼崎つばめ学習会、学習ルーム開放事業のご報

告です。学生さんは中学生6名、小学生3名の合計9名参

加、ボランティア教師5名、ロータリアン 5名、尼崎つばめ学

習会理事1名合計19の参加となりました。年明け早々多く

の生徒さんたちと、ボランティア講師の先生、親ごさん送り迎

え、有難う御座いました。宜しくお願い致します。 

 

本日の金額         ４６,０００円 

(内３コイン)       ９,６２０円 

累    計    １,４５１,５４０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022～23年度 小田南生涯学習プラザ学習ルーム開放事業 


