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≪６月０９日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話 「クラブフォーラム」 

井上善博君 

      

  

♪本日の歌  「奉仕の理想」 

 

 

 

≪６月１６日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話  「未   定」 

 

 

 

 

 

≪６月０２日（木）例会≫ 

 会員数１７名 出席者７名（５８．３％） 

 ＊５月１２日(木）例会修正出席率 ６６．７％ 

 会員数１７名 例会出席者７名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ１名 

 

 

 

 

 

幹事 表 孝典君 

◎明日 6/10(金)、ＩＭ第 4組会長幹事会（金輪会） 

には、北井会長、田村会長エレクト、井上副幹事、

表幹事が出席致します。 

◎次週(6/16)は最終例会です。 

 6/18(土)は、会長幹事慰労会となっております。 

 時間は、18：30～、場所は、ホテルモントレラス

ール大阪です。ご参加宜しくお願い致します。 

 

≪６月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2022 年 6 月 2 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル大阪 5 階「橘」 

出席者 北井、田村、阪田、井上、谷口、表 

  (欠席者 政岡、木戸、小寺) 

◎６．７月行事予定 

6 月 2 日㈭ 定例理事会 

6 月 4 日㈯ 東輪会新旧会長幹事歓送迎会 

（北井会長・表幹事・田村会長ｴﾚｸﾄ・ 

井上副幹事） 

6 月 10 日㈮ 金輪会（北井会長・表幹事・ 

田村会長ｴﾚｸﾄ・井上副幹事） 

6 月 18 日㈯ 会長幹事慰労会 

6 月 23 日㈭ 振替休会 

6 月 25 日㈯ 2022 年規定審議会報告会(北井会長) 

6 月 30 日㈭ 公休日 

7 月 7 日㈭ 通常例会 

7 月 14 日㈭ 通常例会 

7 月 21 日㈭ 納涼会 

 

幹 事 報 告 



 

  

 

7 月 23 日㈯ 米山奨学委員長・カウンセラー会議 

（代理：井上副幹事） 

7 月 28 日㈭ 公休日 

【議  題】 

◎慰労会について 

 6/18㈯、ホテルモントレラスール大阪にて決定。

会費については 15,000～20,000円 

◎東大阪中央 RC岩橋会長からの「ウクライナ孤児

院支援」について 

 この活動について承認。費用は次年度、活動用

車両購入の費用として国際奉仕活動より支出を

承認。（10,000円／会員） 

◎東大阪給食問題について 

 東大阪市教育委員会担当課を通じて子供食堂に

寄付をする。（5,000円／人×17人＝85,000円

→田村会員を通じ JAにてお米を購入する） 

◎MY ROTARYの登録について 

 井上副幹事と表幹事で協力して個人フリーメー

ルアドレスを作成後、登録作業を行う。 

◎財団と米山特別寄付について 

 未だの会員に会長より声掛けを行う。 

◎仮決算について 

 現状説明と次年度予算について話し合われた。 

◎クラブ細則見直しについて（栄誉会員、他） 

 現在活動計画書に掲載されている内容が現状の

ものに変更されておらず、至急変更箇所確認

後、臨時総会を開催し、承認をとる。 

◎「東大阪市を緑にする市民の会」年会費支払い

について 

 Ｒ４年度会費 1万円を継続支払うことで承認。 

◎山片会員からの依頼について 

 「年寄りのたわごと」の冊子について、全員に

配布し、今後必要箇所へ発送を進める。 

 「邦文定款第 4 条への疑問」の冊子について

は、次年度ガバナー事務所へ 7 月以降送付する

予定。 

 

  

 

 

会長 北井孝彦君 

 皆さんこんばんは。 

本日もリアルで例会が開催されること本当にうれし

く思います。感謝です。 

  

本日もロータリーの友６月号の記事紹介をさせて

頂きます。P.7～19 【特集：規定審議会から見え

てくるロータリーの方向性】です。 

 今年の審議会で採択された注目すべき制定案は

以下のとおりです。 

① 新たな地区運営方式を試験的プロジェクトと

して実施すること。 

② ローターアクト会員が RI委員会の委員に就任

出来ること。 

③ ローターアクト会員がロータリークラブの例

会に参加出来ること（従来はゲストとしてし

か参加できなかったのがビジターとして参加

できるようになります）。 

④ RIに支払う人頭分担金を今後 4年間で 12ド

ル増額すること等です。 

規定審議会では過去、ロータリー活動に関わ

る重要な決定がなされロータリーの歴史を作っ

てきました。 

直近でも RI主導で例会の開催頻度やメークア

ップルールに柔軟性を持たせる、職業分類制度

の廃止、ローターアクトをロータリー会員とし

て認める等の重要な改変が行われました。ロー

タリー活動を支えるのは各クラブです。真の時

代の要請は何か、ロータリーに必要な変化への

対応とは何か、新たなロータリーの在り姿を真

剣に議論しクラブから制定案を提出することが

求められています。規定審議会での審議、採択

は私たちのロータリーの理念や目的、クラブや

地区の在り方にどのような影響をもたらすので

しょうか。規定審議会を通して見たロータリー

の過去、現在、未来が解説されています。 

会 長 の 時 間  



 

  

 

前回の 2019年には、メークアップ期間が「前後

１４日間」から「同年度内」に、そして「職業分

類の制限」が廃止となりました。 

2016年にはクラブ例会「最低月２回」に柔軟性が

認められました。 

会員身分については、1989年に女性の入会が認めら

れ、2007年に財団学友が正会員となること、2013年

に米山学友正会員となること、2016年にローターア

クターが正会員となることが認められました。 

どうぞご一読くださいませ。 

 

  

 

「クラブフォーラム」 

井上善博君         

クラブフォーラムのまとめ（6/2） 

〇ウクライナ孤児院支援について（東大阪中央 RC よ

り提案） 

・現在リヴィウにある孤児院を安全なポーランド（ワ

ルシャワ）近郊の施設に移動させる。 

・孤児院の活動用ワゴン車の購入支援（購入費用 約

30 万） 

・支援実行団体 ハンガーゼロ（岩橋現会長が所属さ

れている国際飢餓対策機構） 

（主なトーク） 

・まさに今最も注目されている世界の懸案事項で、リ

アルタイムで関わることができることはなかなか

ない。 

・中央RCからの提案で次年度のジョイントプロジェ

クトになるので、クラブ予算に盛り込むのか、個人

で支出するのか検討余地あり。 

・財政支援のみだが、卓話や説明をして頂き、みんな

で取り組むべし。 

・コロナ禍で三年近く国際奉仕は何も出来ていない

ので、丁度いいのでは？ 

（寸評）七人の参加だったが、概ね全員賛成の意見

だった。理事会でも報告される。 

 

〇東大阪給食中止問題について（現在は給食再開

されている） 

・北井会長より事のいきさつの詳細の説明があり、

市立小学校の 26 校 1.2 万人に影響が出て、東大 

阪市と配送業者の対応の拙さが浮き彫りになった。 

・東大阪のロータリー5クラブの足並みがそろえば

金銭の負担を東大阪市に申し出る？ 

（主なトーク） 

・東大阪市民として情けない、恥ずかしい。 

・むしろこの事案によって、毎朝お弁当を用意して

学校に持っていけない生徒の多さにびっくりし

た。（2,000 人？） 

・次年度以降のみどり RC の取り組むべき事業の

参考になった。（子供食堂・繋がる食堂の支援・

応援）ただ、支援する家庭の絞り込みは大変難し

い。 

 （民生委員のような作業が必要、かつ個人情報の

壁をどうする？） 

・特に次年度の田村会長は、食堂＋勉強や宿題も見

るという目標を掲げているが、ステップを踏んで

準備と計画をしないと難しい。（東大阪の大学生

にボランティアの要請をしたり、場所も定期的に

確保する必要がある。） 

（寸評）問題や課題は多いが、一つずつクリアする

しかない。次年度の国内奉仕事業の中心になるの

で、ヒアリング等を進め定期的に話し合いながら

具体的にアクションを起こしていきましょう！ 

   

 

  

例会担当委員会 

◎メンバー少ないですが、みんなで知恵を絞って

増やす方法を考えましょう。3 人寄れば文殊の

知恵と言いますから。      田村嘉宏君 

 

（6/2）合計 12,000円 今年度累計  270,000円 

卓 話 抄 録 

ニコニコ箱の報告 



 

  

 

 


