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孝典君

≪７月１５日（木）例会ＫＫＲホテル２階「琴」≫

◎次週(7/22)の例会は、祝日のため公休日です。

◎「就 任 挨 拶」

◎7/29(木)の例会は、クラブで初めてのＷＥＢ例会を
例会担当 井上善博君

行います。また詳細決まりましたら改めてご案内さ

交流担当 木戸章由君

せて頂きます。

国内担当 阪田克英君

≪7 月度新旧合同理事会議事録≫

国際担当 谷口 明君
♪本日の歌

「奉仕の理想｣

日

時 2021 年 7 月 1 日（木）例会後

場

所 KKR ホテル 2 階「琴」

出席者 北井、政岡、阪田、井上、小寺、木戸、表
欠席者 田村、谷口
◎７．８月行事予定
7 月 1 日(木) 新旧合同理事会
≪７月２９日（木）ＷＥＢ例会≫

7 月 8 日(木) 公休日

◎ＺＯＯＭにて行います。

7 月 22 日(木) 祝日の為休会
7 月 29 日(木) ＷＥＢ例会
8 月 5 日(木) 定例理事会
8 月 12 日(木) 公休日
8 月 26 日(木) 公休日
◎期首人数について
・今中健会員より退会申し出があり受理されました。
・山片重房会員を栄誉会員とすることが満場一致で

≪７月０１日（木）例会≫
会員数１７名 出席８名（６１．５％）
ビジター２名
河村幸司様 古川靖明様（東大阪東 RC）
＊３月１１日（木）例会修正出席率 ８６．７％
会員数１８名 例会出席者１３名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ０名

承認されました。
・期首人数は１７名
◎2020-2021 年度決算について
別紙の通り承認されました。
◎前記余剰金の処分について
前年度決算により 1,254,948 円の繰越金が計上さ
れたが、これはコロナ禍により例会開催ができなか
ったことによるものであり、この一部を会員に還元
するため本年度上期の事業運営金の徴収を免除す

ることが了承されました。

ストさせて頂きました。小寺実行委員長、皆様本当

◎2021-2022 年度委員会編成について

にお疲れ様でございました。
本年度 RI シェカール・メータ会長のテーマは、

今中会員の退会により副幹事空席のまま別紙の通
り承認されました。

『SERVE TO CHANGE LIVES 奉仕しよう みんなの人

◎2021-2022 年度予算案について

生を豊かにするために』です。

会員数の減少による収入減に伴う収支バランスの
悪化により支出の見直しを余儀なくされた。支出の
内交通費、家賃の縮小を図るため事務局の事務局員

また、目標は、次の２つです。
・会員数を増やしてロータリーの参加者基盤を広
げる

宅への移転を提案し承認された。

・世界に奉仕してより大きなインパクトをもたら

・移転は８月末日を目途とし実行する。

す

・次回理事会までに上記を前提の予算案を提出す

この２つの目標を実現するために我々がすべきこ

ること。

とは、
「もっと行動し、もっと成長する」ことです。

◎誕生日お祝い品について

改めまして、一年間よろしくお願いいたします。

木戸交流担当委員長より金券によることが提案さ
れたが、物品によることの意見多数のため再度検討

就 任 挨 拶

することとなった。

会長

◎確認事項

北井孝彦君

皆さん、改めましてこんばんは。

○年間スケジュール（別紙）
○例会開催基準について昨年度同様、
重症病床 60%

本日皆様のお手元に私の「クラブ運営方針」をお配
りしております。

以上の場合、休会とする。
〇MyRotary について現状 6 名であるが、参加促進

前年度は私たちが経験したことのない武漢熱に
よるパンデミックでロータリーの活動にも大きな

を確認しました。

影響を受けました。例会ができない、奉仕活動が思
うようにできない等々、ロータリーを続けたくて

会 長 の 時 間

も続けることができず退会を余儀なくされた友も
会長

北井孝彦君

皆さん、こんばんは。本日より第２４代会長職を務

いました。

しかしながら、失ったものばかりではありませ

めさせていただきます北井孝彦でございます。

ん。私たちは例会が開催できて友とリアルに会

何かと至らないところ多々あろうかと思いますが、１

える喜びや有り難さ、また、ロータリー活動がで

年間メンバーの皆様の協力を頂き、また、表幹事のサ

きる喜びや有り難さを改めて再確認し、感謝の

ポートのもと務めさせていただきますので、何とぞよ

気持ちを抱くことができたと思います。

ろしくお願いいたします。
本日お客様として私たちのスポンサークラブ東大
阪東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞから河村会長、古川幹事がお越しいた

この気持ちを忘れず初心をたずね会員の皆様
と例会の開催、奉仕の実践をして参りたいと思
います。

だいております。どうか、よろしくご指導願います。

前回のパンデミックは１００年前のスペイン

まず、昨年一年間我々が初めて直面するコロナ禍、

風邪でした。そのパンデミックの最中の１９２

大変な中、運営をいただきました政岡会長・木戸幹事

０年１０月、日本初のロータリークラブ東京ロ

に感謝を申し上げたいと思います。

ータリークラブが創立されました。

また、IM のホストは中止となりましたが、地区の
希望の扉プロジェクトで門田隆将先生の講演会をホ

１００年後の今、先達に倣いパンデミックを
克服し WITH コロナの時代の新しいロータリー

そして今年度 RI 会長のシェカール・メータ会長の

を模索していきたく思います。
奇しくも本年は聖徳太子が６２２年にお亡くなり

テーマでもある「奉仕しようみんなの人生を豊か

になってから１４００年御遠忌にあたっていま

にするために」とのことですが、みどり RC で考え

す。改めて十七条憲法の和を以て貴しと為すの「和

た場合、田村会長エレクトが推奨する子供食堂が

の精神」を今一度思い起こせとの我々への警鐘であ

あると思います。一度参加をしたいと思います。

ると自覚し、国際ロータリーの中核的価値観の一つ

あと MY ROTARY についてですが、2660 地区は、

である多様性を尊重し、
皆様とこのコロナ禍のロー

中期５ヵ年計画として、My Rotary 登録率 80％以

タリー活動に取り組んで参りたいと思います。

上をめざしています。

本年度の基本方針を次の通りとしました。
・WITH コロナの時代の例会、委員会の充実をは

我がみどりロータリークラブの登録状況は、33.3％
です。
お恥ずかしい話まだ登録できてなかったので昨日

かります。
（web の活用も）
・退会防止、会員増強に努め、会員純増１名を目
指します。
・ＧＭ（グリーンミーティング）を継続し、一度
は１００％出席ミーティングを目指します。
会長スローガンは相視て笑い、心に逆らふこ

登録をしました。
メールアドレスとパスワード等設定して比較的簡
単に登録できましたので、まだの方はぜひ登録の
程よろしくお願い致します。
今年一年ご指導の程よろしくお願い致します。

と莫しの「莫逆の交」を目指しましょう。

本日のお祝い

１年間の皆様のご協力をお願い申し上げ、就
任挨拶とさせて頂きます。

会員交流委員会
◎会員のお誕生日
幹事 表

孝典君

本年度は、幹事の大役を預かり非常に責任を感じて
おります。
幹事の仕事とは、一体どんなことをするのか初めて

◎奥様のお誕生日

の経験で不安な部分もありますが、北井会長の足を引

7月 2日

杉森隆志君

7 月 25 日

北井孝彦君

8月 1日

谷口 明君

7 月 17 日

小寺享子様

7 月 29 日

杉森和美様

っ張らないように精一杯頑張りたいと思います。
先日、金輪会（IM 第 4 組新旧合同会長・幹事会）
がありパスト吉崎ガバナー補佐の卓話にて例会を充

ニコニコ箱の報告

実させる４つのポイントが非常に参考になりました。
① Zoom 例会とリアル例会のバランス
② ＳＮＳ（インスタグラム、フェイスブック、ツイ
ッター等）の活用
③ 広報（新しい奉仕のアイデア、ホームページの更
新等）について
④ 例会時明るい人材

例会担当委員会
◎本年度宜しくお願いします。
東大阪東 RC 会長 河村幸司様

◎皆様本年一年間よろしくお願い致します。
政岡前会長、木戸前幹事昨年度一年間本当にお
疲れ様でした。宜しくご指導下さい。
北井孝彦君 表孝典君

クラブの会員増強が早急に必要になることを考慮し
て、色々な戦略を立てて楽しめる例会になるようにし
たいと思っています。

幹事 古川靖明様

◎今日から例会担当をやらせて頂きます。宜しく
お願い致します。
7/1 合計 23,000 円

井上善博君
今年度累計 23,000 円

