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≪７月１４日（木）例会ＫＫＲホテル２階「琴」≫ 

◎卓  話  「ウクライナの現状・ハンガーゼロの 

取り組みについて」 

ハンガーゼロ スタッフ   

ジェローム・カセバ様 

東大阪中央 RC 岩橋竜介様 

♪本日の歌   「奉仕の理想｣ 

 

 

≪７月２１日（木）例会ＫＫＲホテル２階「琴」≫ 

◎納 涼 会 

  会 費：３，０００円 

 

 

 

≪７月０７日（木）例会≫ 

 会員数１７名（内出席免除者数８名） 

 本日の出席者数７名（内出席免除者数２名） 

本日の出席率 ６３．６％ 

＊６月０９日（木） 

 会員数１７名（内出席免除者集８名） 

 例会出席者９名（内出席免除者数３名） 

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ０名  例会修正出席率 ７５％ 

 

 

 

 

幹事 井上善博君 

◎本日は、今年度国際奉仕活動について、ハンガー

ゼロのスタッフ ジェローム・カセバ様と東大阪

中央ＲＣの国際奉仕委員長岩橋竜介様にお越し頂

いております。どうぞ宜しくお願い致します。 

◎来週(7/21)は、納涼会です。会費は 3,000円。 

 入会に繋がるようなご友人の同伴もお待ちして

います。事務局までご連絡お願い致します。 

 

≪７月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2022 年 7 月 7 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル大阪 2 階「白鳥」 

出席者 北井、田村、井上、木戸、政岡、表 

  (欠席者 阪田、谷口) 

◎７・８月行事予定 

7月 3日㈭  米山奨学生学友会総会＆奨学生歓迎会 

（羅婕今さん・島カウンセラー） 

7月 7日㈭  通常例会 

7月 14日㈭  招聘卓話（ハンガーゼロ スタッフ 

ジェローム・カセバ氏 

東大阪中央 RC 岩橋国際奉仕委員長） 

7月 21日㈭  納涼会（東大阪東 RC 藤本会長・ 

田原幹事来訪） 

7月 28日㈭  公休日 

8月 4日㈭  例会.定例理事会 

8月 11日㈭  夏季休会 

8月 18日㈭  例 会 

8月 20日㈯  無料学習支援・子供食堂運営体験 

8月 25日㈭  例 会 

 

幹 事 報 告 



 

  

 

◎ 議 案 

１．前年度決算説明がされ、了承された。また、そ

れに基づき今年度予算案が承認された。ポイン

ト：①にこにこ箱の収入を全額一般会計に入れ

る。②会員交流・国内奉仕・国際奉仕の予算を

それぞれ３０万。③積立金を 0 に。 

２．新入会員の会費と入会案内について 

新入会員向けチラシの最終版が承認され、JC 経

験者中心に送付される予定。（100 部）新入会員

の今年の年会費は 5 万円、入会金も 0 とする。 

 ３．週報について 

紙の週報を無くして、インターネットで各会員

が週報を見に行くという提案。時期尚早という

事で次月以降再検討という事になった。 

４．新事業の提案 

 ①中学生学習支援の提案。夏休み中なので、小学

生の宿題支援に的を絞った方がいいのではと

いう意見が多かった。募集は市政だよりで行

う。場所はゆうホール（東山町）。子供食堂体験

（8/20）と同日の夕方 16：00～17：30 に実

施予定。 

  ②ウクライナ支援  7/14 例会に東大阪 RC の岩橋

氏の卓話を聞いてから支援額を最終決定する

が、基本的に 17 万円と聞いている。（送迎車購

入のため） 

５．その他 8/18 例会は 8/20 子供食堂実施のための

準備打ち合わせを行う。８月初めにスイミー（支

援団体）と打ち合わせ予定。 

 

 

                                         

会長 田村嘉宏君 

 2022-2023年度 RIのテーマは「IMAGAINE ROTARY 

イマジンロータリー」です。ロータリーでは多様性、

公平さ、インクルージョンを重視しています。女性の

入会が認められ、33 年目にして RI 会長になられた

ジェニファ・ジョーンズさんは次のことを率先、強調 

されています。 

 

(DEI)-Diversity.Equity.Inclusion の概念はロー

タリーが現在および将来にわたり、有意義なリー

ダーシップ、ネットワークづくり、奉仕活動の機会

を実現するために必要な指針です。 

ロータリーのすべての会員が個人、クラブ、地区と

して DEI の取り組みを実践することを奨励されて

います。また、会員に奉仕できなければ地域社会へ

の奉仕もできませんとも述べられています。 

クラブ内や地域社会で DEIに関する行動を起こ

す。また、DEIはロータリーの行動指針だけでは

なく会社の経営にも生かすことができ、人材の多

様性や、様々な個性を持った人々を生かすことが

できるといわれ、生産性の向上に役立つといわれ

ています。 

 また、宮里唯子 2660 地区ガバナーの地区テーマ

は DEIコミットメントの推進、『大阪のロータリー

100周年を祝おう』です。地区ビジョンとして 

持続可能な良い変化を生むために、多様性を重ん

じ、あらゆる側面で公平さを促進し、異なる考えや

価値観を持つ人々による貢献を大切にし、DEIを実

現します。と述べておられます。 

 さて、次年度のみどりロータリーの会長方針で

すがこれを受け、子供の貧困問題にかかわり活動

し、貢献したいと思います。日本では今、子どもが

7 人に一人(平成 30 年)が貧困状態にあるといわれ

ています。近年ではもっと割合が高いと思います。

また、ヤングケアラー問題といわれる小学年 6 年

生の 15人に一人が「世話をしている家族がいる」

ということで世話をする相手は兄弟であったり、

母親、父親と続きます。中学生や高校生も同じ状態

か、もっと割合が高い可能性があります。 

 このような状況は、親の経済的貧困が子どもの

学習機会を奪い、学力低下につながり、やがて進学

就職で不利となり、若者の経済的貧困につながり

ます。そしてまた、世代間の連鎖で次の代も経済的

貧困に陥りかねません。 

いわば貧困の連鎖ともいえる状況が生み出される

可能性があります。 

 子どもたちが同じスタートラインに立ち、輝く 

就 任 挨 拶 



 

  

 

 未来に生きられるように少しでも協力し、支援し

ていきたいと思います。※子どもの貧困とは貧困

線(一人あたりの可処分所得の中央値の半分の額)

ついては 

1. 月一回～二回程度無料学習相談会や学習支援を

実施したいと思います。小学生や中学生対象に数

人しか集められないかもしれませんが大学生の

ボランティアを募集しやってみたいと思います。 

2. 子ども食堂への支援 

3. 会員増強 

大切なのは会員にとっての心地よさと配慮です。

(会員が増えない場合なぜ増えないのかその原因

を調査し、組織の在り方も含めその対応策を考

えます。) 

4. SDGs(Sustainable Development Goals)持続可能

な開発目標について考えてみたいと思います。 

今年度の東大阪みどりロータリークラブのスローガ

ンは「未来に向けて行動しよう」とします。 

 皆様方のご理解、ご協力なにとぞよろしくお願いし

ます。 

最後に会員数の減少によりクラブ運営が厳しくなっ

ております。今年度 12 月まで精いっぱい会員増強の

ために努力し、もし、増えなければフォーラムを開き、

最終的に存続するか、その他の選択するか皆さんにお

諮りして一定の結論を出し次年度に引き継いでいき

たいと思います。なにとぞよろしくお願いします。 

 

幹事 井上善博君 

本年度、幹事を一年間務めさせていただきます、井

上です。宜しくお願いいたします。 

田村会長の活動方針に沿って、奉仕事業や親睦活動

をより具現化し、クラブを活性化させていきます！ 

 会員の皆様もご周知の通り、現在当クラブは存続の

危機にあります！会員数は 17名で、年内に純増 3名、

つまり 20 名にしない限り、他クラブとの合併や親ク

ラブへの吸収といった事になる可能性が高くなって

います。田村会長はその見極めを 12 月に行うと公約

に掲げておられるので、背水の陣をひき、対処する所

存です！ 

  

具体的には、8月の会員増強月間中に 1人、そし

て 10月のガバナーおよびガバナー補佐の訪問期間

中に 1 人、そして年末までに一人と増強する計画

であります。それ以外でもどんどん友人や知り合

いを例会やイベントにお連れし、会員予備軍を作

っていきたいと考えます。何卒、「東大阪みどり RC」

の名前を消さぬよう、皆様も力をお貸しくださ

い！ 

 せっかく入って頂いた新会員の方々に、魅力を

感じて頂くために、感動を分かち合える奉仕事業

を展開します。まずは子供（繋がり）食堂ですが、

8/20（土）を一回目開催日として場所と機会を確保

しています。できるだけたくさんの会員と一緒に

汗をかき、地域の方々に喜んで頂きたいと思いま

すので、予定を空けておいてください。 

 親睦事業も年二回の家族会をベースに、ゴルフ

や飲み会を担当委員会に企画していただきます！

また日程が決まり次第、アナウンスしますので、奮

ってご参加ください。 

 とにかく、楽しいロータリーライフを目指し、皆

で力を合わせましょう！ 

 

会長エレクト 木戸章由君 

今年度会長エレクトを任命されております木戸

です。田村会長・井上幹事が就任挨拶で述べられて

ます通り、今年度は増強に力を入れて行っていか

なければなりません。必ずその成果を得て、次年度

一人でも会員数が多いスタートなるように今年度

僕も力を注いでまいりたいと思います。 

 

 

  

例会担当委員会 

◎今日は七夕ですね。年に一度しか会えない日で

すね。週に一度は会えるように皆さん来てくだ

さい。             田村嘉宏君 

 

（7/7）合計 8,000円 今年度累計  8,000円 

 

ニコニコ箱の報告 



 

  

 


