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ＶＯＬ．４９    

２０２３年 ３月 ８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 

  なし 

 

３．出席報告 

会 員 数 ５４ 名 出 席 数 ４５名 

出 席 率 84.90％ 前々回補正92.15% 

 【本日の欠席】 

   西川・金山・的場・高山・梅崎・山口・山本(淳)・ 

山本(伸)・庄中 各会員 

 

４．会 食 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．会長の時間 

今週は軒並み 18度から 20度近い気温で、4月並みの気

候ですが、来週には平年並みに下がりそうなので、体調に

はお気を付けいただければと思います。 

 またテレビで騒いでいますが、花粉量も今年は半端ない

そうなので、僕自身ひどくはないのですが、目がシバシバ

したり、のどが痛くなったりしており、影響があるようで

す。 

 さて、先週の日曜日は地区大会が開催されました。 

ご出席いただいた皆様には御礼を申し上げます。ありがと

うございました。 

せっかくですので、ご出席されたことの無い方のために、

地区大会開催の目的について、若干お話をさせていただき

ます。マイロータリーによりますと、毎年、地区ごとに地

区大会が開かれます。地区大会の目的は、クラブ会員がロ

ータリーの最新情報や地区内の活動状況について学び、ほ

かのクラブのロータリアンと交流することです。地区大会

は通常、1～2日間にわたって行われ、以下のようなプログ

ラムが含まれています。 

•会長代理の訪問（大会中、会長代理が国際ロータリー

の最新情報を伝え、会員の活動意欲を鼓舞する） 

•地区に関する報告（活動成果と課題を含む） 

•地区案件の討議と投票 

•地区会員が関心をもつような主題の講演（地元や海外

の講演者による） 

•交流・ネットワーキングの時間、奉仕活動やリーダー

シップに関する情報の提供 

となっています。 

当地区の地区大会は、2日間にわたって実施されます。 

1 日目は、会長・幹事会で昨年度決算報告と、地区指導

者育成セミナーが開催されました。 

RI 会長代理の服部さんと言う方が、「DEI からクラブの

活性化」と言うテーマで講話をいただきました。 

2 日目は、午前中に本会議と言うことで、ほぼ、挨拶と

紹介で終わります。 

本日のプログラム   ３ 月 １５日（2315回） 次回のプログラム   ３ 月 ２２日 
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ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

ＯＦ ＡＭＡＧＡＳＡＫＩ ＥＡＳＴ 

本日のメニュー  お弁当 

やわらかい以下と 

野菜のマリネ 

マスタード風味 

ベーコンと 

ペンネサラダ 

いとより鯛とポテトの 

ベーコン巻きフライ 
煮込みハンバーグ 

 茶碗蒸し 

梅ひじきご飯・香の物・味噌汁 

デザート(甘露園抹茶ほうじ茶ケーキ) 



 

午後から、ジャーナリストの有本香氏により講演ののち、

各表彰に移ります。 

一日いると、結構疲れますが、お若い方はクラブ以外の

ロータリーに触れる機会ですので、来年もありますので、

ご出席いただければと思います。 

話は変わりますが、3/13と言いますから、マスクに着用

が個人の判断にゆだねられます。 

当クラブにおいても、例会の開催形態について検討すべ

き時期であると考えております。 

具体的には、今卓上にある衝立の撤去や、マスクについ

てのクラブとしての考えについて、ホテル側や会員の意見

を聞きながら判断していこうと思います。 

当クラブに限らず、ロータリーは年齢層の幅も広く、疾

患のある方もいらっしゃいますので、なかなか判断が難し

く、ご意見を聞きながらと言う形になりますので、少しお

時間をいただければと思います。 

 

６．ロータリー表彰 

  

ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ 小坂圭一 会員 

 

７．幹事報告 

①トルコ・シリア地震支援金について 

２週にわたりBOX を回し合計63,000円となりました。 

地区へ送金します。ご協力ありがとうございました。 

② 地区大会のお礼 

 ３月４日・５日は地区大会におきましてガバナー・大会

委員委員長よりお礼状が届いております。 

 

８．委員会報告 

  職場訪問＆懇親会の案内（三田職業奉仕委員長） 

  日程：５月１７日(水)例会終了後、 

  予定：13：50～ホテルよりチャーターバスにて 

パナソニックミュージアム 

     15：00～17：00 職場訪問  

     17：10～チャーターバスにてﾎﾃﾙヴィスキオ 

     18：30～懇親会 

  ＊現時点での登録料は未定です。 

   参加人数把握後決定いたします。 

 

９．同好会報告 

  なし 

 

10．ＳＡＡ報告 

↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞ 

＊皆さまのお陰でこの度新店舗を大阪のアメ村にオープン

する事ができました。皆さまありがとうございました。 

  ·········································· 田村 

＊結婚記念日お祝いありがとうございます。 

  ·········································· 辻井 

＊本日スピーチよろしくお願いいたします。 

  ·········································· 安田 

＊社用で早退します。安田さんスピーチ聞けずすみません。 

  ······························ 小坂・小畑・内堀 

＊都合により早退します。スピーチ聞けなくて申し訳あり

ません。 

  ·········································· 山田 

＊安田会員、本日のスピーチどうぞよろしく 

お願い致します。 

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

平山・細井・勇・石本・礒田・ 

川口・木村・越賀・久保・松本・ 

松岡・森・森本・中井・中島・ 

中田・西村(太)・西村(嗣)・野村・ 

太田・大谷・大海・大矢・齋藤・ 

三田・佐藤・武部・田中・ 

田野島・辻井・内堀・渡部・今里 

 

 

   

 

11．スピーチ 

 

「 物価高など最近の事 」 安田 亨 会員 

                        

 

ロータリーレート 

2023年3月 1ドル＝136円 

本日の金額         ４６,０００円 

累    計    １,８８６,７７６円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2022～2023年度 第9回 (3月度) 理事会議事録 

開 催 日 時：2023年3月1日(水) 13：40～15：35    

会 場：ホテルヴィスキオ尼崎 

出 席 者：藤井(秀)・石本・礒田・中井・森本・安田・野

村・平野・中田・近・西村(太) 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：田中・小坂 

記録作成者：安田  

「報告事項」  

・小野康三会員 2023年3月2日付 退会届 

・田中ガバナー補佐より 

・5/14地区主催の職業奉仕合同委員会開催の案内 

・危機管理委員会を3/15または3/22例会終了後に開催

したい。 

「協議・審議事項」 

１． RYLAセミナー受講者の件(青少年奉仕委員会) 

推薦者：㈱ユニクシー山内佳之(やまうちよしゆき) 様 

青少年委員会より 参加費用５万円拠出   承認 

２． 職業奉仕委員会事業 

パナソニックミュージアム松下幸之助歴史館訪問の件 

 日時 2023年5月17日(水)第2例会終了後 

 例会終了後出発し歴史館見学、ホテルに戻った後懇親

会予定 

 日時、スケジュールについて承認。登録料等詳細は今

後決定して審議予定。 

３．田宮智宏(たみやともひろ)氏 入会の件  

ソニー生命保険株式会社 

ライフプランナー   承認 

４. 親睦活動委員会より ６月７日(水)第一例会を夜例会

に変更し 例会終了後、松尾貴史氏の講演(約1時間)、

講演後 懇親会を開催する。 

  例会時間変更、内容について 承認 

  登録料等詳細は今後決定して審議する。 

５. 社会奉仕委員会 社会奉仕賞の件 

  該当者について 礒田副会長より学習塾事業に関わる

地域の方や講師などを候補としてはどうかとの意見

あり、今後情報を集めて審議する。 

６・IMで尽力いただいた山本氏をはじめとする教育委員会

関係者や歴史博物館関係者に来週お礼に伺い、例会へ

のゲストとしてお招き出来るか検討する。 

７. ソウル城東ロータリークラブ周年訪問の件 

  4 月初めに予定されているが身内で小規模に行う予定

とのことでクラブあげての訪問は控える。4 月の別の

例会に森本 SAA、藤井会長あたりが訪問して今後につ

なげたい。クラブとして3万円程度のお祝いを支出す

ることについて 承認 

８. 森本SAAより、政府のマスク対応緩和に伴いクラブ例

会においてもスピーカーのマスク不要、テーブルのパ

ーテーション撤去等検討要請あり、会長、幹事中心に

検討する。 

  合わせてテーブルに置くネームプレートの現状につい

て把握し対応する。 

その他  

  ・事務局員、時給に関する件 

   実情にあわせ改定することで認識一致。詳細は改め

て協議する。 

次回理事会開催、４月５日(水) 例会終了後 予定 

  

 以上 

 

 

 

 3月 6日(月)第41回 

尼崎つばめ学習会、学習ルーム開放事業のご報告です。 

学生さんは高校1年生1名、中学生1名、小学生2名、ボラン

ティア教師3名、ロータリアン 4名、尼崎つばめ学習会理事2名

の合計13名の参加となりました。 

中学 3 年生はいよいよ公立高校の試験が今週金曜日に迫り

ました。春休みに入る為、つばめ学習会も再来週からお休みに

なります。今日はお茶休憩の時間に 1 年間お世話になったボラ

ンティア教師の方々に、皆さまから頂いたニコニコ予算を利用さ

せて頂き、花束をお渡ししました。 

来年度もボランティア講師の先生方にお世話になろうと、ささ

やかですが感謝の気持ちを込めて。 

来週も残ってますが、春休みが明けても引き続き宜しくお願い

いたします 

 

 

2022～23年度 小田南生涯学習プラザ学習ルーム開放事業 


