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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング 「国歌」「奉仕の理想」

●ゲストの紹介

　米山奨学生 ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ様

　倉角 和彦 様

●出席報告

●年次総会

●在籍表彰

　　会員特別表彰

　　　在籍25年　井川 孝三会員

　　会員年次表彰

　　　在籍41年　中島 孝夫会員

　　　在籍18年　濵岡千寿郎会員

　　　在籍 7年　 福田 隆教会員

●お誕生日御祝い

　　　松岡 伸晃会員・大熊　勉会員・

　　　濵岡 千寿郎会員

●米山奨学金贈呈

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　「米山記念奨学会の活動」と

　　　　　　　「あの米山奨学生は今!?」について

　　　　　　米山奨学会委員会　福村 修一委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

12/14　PM5:00～　例会

　　　　　PM6:00～　忘年家族会（ヒルトン大阪）

12/21　吉本　憲司会長 「上半期を振り返って」

　18日、大阪RC様の100周年記念式典に出席してまいりまし

た。リーガロイヤルホテルの光琳の間で行われましたが、大

阪RCの、しかも100周年ということで、どのような内容だったの

か興味もおありかと思いますので、報告します。当クラブの今

後の式典の参考にもしていただきましたら、幸いです。

　まず驚きましたのが、来賓で国際ロータリーのジェニ
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ファー・ジョーンズ会長が出席されたことです。大阪RCは

1922年（大正11年）にRIの直轄で設立されたそうで、言わば

親クラブがない、もしくはRIが親という特別なクラブです。その

クラブの周年、しかも100周年という大きな節目ともなれば、親

であるRIから会長が参加されるのも、考えてみればもっともな

ことなのかもしれません。

　式典ではジョーンズ会長が、国際ロータリーの代表として、

大変素晴らしい祝辞を述べられました。そしてもう一人、第

2660地区の宮里唯子ガバナーがお着物姿で登場され、こち

らもさすがの堂々としたお祝いの言葉を述べられました。

　ちなみに式典開始前は、大阪RCのグリークラブの皆さん

が、美しいコーラスで来場者を迎えてくださいました。男声、

女声を交えた混声で、ハイレベルな歌声を披露されました。

そして式典の終了後には、ミニコンサートが行われました。

1700年代のストラディバリウスのバイオリンと、クラシックギター

によるデュオで、格調高い音楽を楽しませていただきました。

　その後、祝賀会までの休憩時間にトイレの行列に並んでい

ますと、すぐ後ろからRI元会長の田中作次さんが来られまし

た。恐縮して「お先にどうぞ」と声をかけますと、「いいえ結構

です。順番に並びます。ロータリーですから」とジェントルマン

な対応をされました。

　そして第2部の祝賀会では能の祝言の舞が披露され、大阪

RCの会員である菊正宗の15代目による掛け声で、鏡開きが

行われました。樽が５、６個壇上に並び、RI会長ら関係者が

ハッピを着て、掛け声とともに盛大に鏡開きをされました。ち

なみに祝賀会の司会は会員の男性で、アシスタント兼通訳

は、会員の奥様でもある西田ひかるさんでした。

　会場には８人掛けのテーブルが60以上、合計でおよそ500

人の盛大なものでした。光琳の間もさすがにぎゅうぎゅう詰め

でしたが、考えてみれば大阪RCは会員だけで約240人、そ

のご家族を加えれば、それだけで300人ほどになります。さら

には子クラブが八尾も含めて39もあります。神戸、福岡、金沢

など全国の子クラブから会長・幹事が出席されていました。ま

た特別交流クラブとして東京RCと京都RCからも会長・幹事が

参加されていました。

　食事は洋食のコース料理でしたが、100周年にちなんで

「100歳まで生きよう」ということで健康志向のメニューでした。

里芋やヨーグルトを使ったり、パンにもバターのかわりにオ

リーブオイルが用意されていました。

　また事業の報告として、90周年から10年間にわたって行わ

れてきた、岩手県宮古市での奨学金事業について紹介され

ました。東日本大震災で被災した現地の学生に対し毎月５万

円の支援を続けられ、合計で2,400万円を拠出されたそうで

す。原資には会員のニコニコを活用し、奨学金専用の封筒を

用意して通常のニコニコとは別に集められたそうです。この

日もその奨学金を受けた若者10名が式典に出席し、お礼の

言葉をそれぞれに述べておられました。

　午後５時から式典が始まり、９時過ぎまで４時間あまりの長

丁場でしたが、全体的に非常に格調高い、100周年にふさわ

しい式典だったと思います。なお記念品は、100周年のバ

ナーなどのほか、この日のためにつくられたお酒が配られま

した。会員である菊正宗の日本酒に、同じく会員であるサント

リーのウイスキーをブレンドした、スペシャルコラボによるお祝

いの品だそうです。

▼17日に四和会が開催され、会長・副会長・幹事・

事務局で参加しました。

▼18日に大阪RCの100周年記念式典が開催され、

松本PGと会長・幹事で出席しました。

▼次週、年次総会を開催しますので、ご出席をよろ

しくお願いいたします。

▼次週例会後、理事会を開催します。上程資料の

ある方は、ご提出ください。

▼本日例会後、クラブ戦略計画委員会を開催しま

す。

▼大阪難波RC・福田　忠　会長エレクト兼ロータ

リーデー実行副委員長

　野球大会の表彰式では、大変お世話になりました。

前回ホストである八尾RC様のご指導のおかげで無事

終わりました。さて、来年２月にＩＭ第4組のロータリー

デーを予定しております。八尾ＲＣ様からも、多数のご

参加をよろしくお願いいたします。

IM第4組ロータリーデーのご案内

幹　事　報　告



▼大阪難波RC・中川　博之　ロータリーデー運

営プログラム委員長

　ＩＭ第4組のロータリーデーを、来年2月25日にスイス

ホテル南海大阪で開催します。「ジェンダー平等を実

現しよう」をテーマに行います。今年度はＲＩで初の女

性会長が誕生し、当地区でも女性で初めて宮里ガバ

ナーが就任されました。

　講師にはテレビや出版などで知られる、谷口真由美

様をお迎えします。楽しい講演内容ですので、どうぞ

ご参加ください。また当日は、オンラインでも配信いた

します。

▼地区職業奉仕委員会・小谷　逸朗　委員長

　1月18日に、地区の職業奉仕セミナーをオンラインで

開催します。大阪難波RC会員でもある千房の中井社

長にご講演いただきます。多数のご参加をお待ちして

おります。出欠確認を回覧します。

▼社会奉仕委員会・富田　宏　委員長

　12月3日のPM5:30から、八尾RACのイルミネーション

点灯式を行います。どうぞご参加ください。

▼親睦活動委員会・新宮　一誓　副委員長

　12月14日に忘年家族会を、ヒルトンホテルで開催し

ます。PM5:00から例会、PM6:00から忘年家族会を行

います。盛りだくさんの内容で、たくさんのご参加をお

待ちしております。

「出席率向上にむけて」

▼出席委員会　原田　達也　委員長

　入会してまだ２年半ほどで、しかもコロナの影響で例会

が中止になることも多かった中、いきなり出席委員長を拝

命しました。戸惑いましたが、ある会員に相談すると「受け

たら？」と言われました。出席報告をするだけでいいという

話でしたが、7月から毎回、出席報告を私がしています。

　ともかく楽しく出席しようと心がけていましたが、そうこうし

ているうちに次は「卓話を」とお願いされ、何を話せばい

いのか考えました。卓話で出席している人に対して「出席

してください」と言うのもどうかな、とも思います。

　委員会の役割としては、会員の義務でもある出席を促

すということですが、なかなか出席されない方に対しては、

紹介者から促していただけるのが一番かな、とも思います。

　本日の資料として、このところの出席率の実績を一覧に

しました。当クラブの出席率はだいたい70～80％程度で

推移していますが、10月5日に90％を超えたことがありま

す。また過去を遡りますと、2020年に100％出席を達成さ

れたようです。これは阪神タイガースの矢野監督を呼ば

れたときのようです。

　やはり有名な方を呼べば出席率が上がるのか、とも思

いますが、10月5日の卓話者は消防本部の方で、防災の

お話でした。つまり卓話者やプログラムの内容だけではな

いと思います。皆さん卓話者に関係なく、出席に対しては

高い意識をお持ちだと思います。

　また定款には、「例会を長期欠席した人には退会を勧

告できる」とあります。これはご存知ない方は、覚えておい

ていただければと思います。実際にこのルールを適用す

るかどうかは別ですが、やはり出席が基本になります。

　またどうしても出席できないときは、メークアップも可能

です。他のクラブを訪問したり、クラブのプロジェクトや事

業などに参加したりすることでもメークアップできます。近

ごろはオンラインでの出席も、可能です。そのほかロー

ターアクトやインターアクトの事業、親睦活動などもメーク

アップになります。

　メークアップを上手く活用していただければ、出席率も

上がるのではないかと思います。それではここで、メーク

アップについてのお話を、松本パストガバナーにしていた

だきたいと思います。

　なお来年1月15日に、出席率100％に挑戦したいと思い

ます。皆様、ご予定をよろしくお願いいたします。

▼松本　新太郎　パストガバナー

　メークアップを私は、これまでに何百回も行っていると思

います。ポール・ハリスはかつて、寂しかったからロータ

リーを作りました。シカゴで週末に友達がいない時間を過

ごし、友情を大事にしようとロータリーが始まったのです。

　人見知りでなかなか他クラブは訪問しにくいという人もあ

るかもしれませんが、たとえば隣に有名な方が座られるこ

ともあります。先日、大阪ＲＣでは私の隣にグリコの江崎さ

卓 　 　 話

そ の 他 の 報 告



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

んがおられました。初めてのときは少々億劫かもしれませ

んが「風呂に入るときは、みな裸」という気持ちでいけばよ

いのではないでしょうか。

　東京RCにも訪問した経験がありますが、隣には歌手の

藤山一郎さんが座られました。「歌っているときだけでなく、

普通にしゃべるときもいい声ですね」と言ったら、「商売で

すから」とおっしゃっていました。このように有名な方にお

会いできたときは「ロータリーに入ってよかった」と、つくづ

く感じます。

　出席率を上げるには、とにかく友情を育むことが大切で

しょう。友達をつくれば、例会にも出席しようという気になり

ます。メークアップは経験のない方は特に、一度行かれ

たらいいと思います。たとえば大阪ＲＣは例会場に来た人

から食事をしていきます。八尾の例会とはまた違う、新た

な発見もあると思います。

▼長竹　浩　副会長

　入会候補者に対しては、例会に出席できないときでも

メークアップがあることを勧誘時に伝えてもらえれば、と思

います。私は一度、香住のクラブへ訪問したことがありま

すが、皆さんノーネクタイで、メークアップフィーも1,000円

ほどでした。それでもお弁当は、とてもおいしかったです。

　大きなクラブにはなかなか行きにくいかもしれませんが、

たとえば同業者のいるクラブとかに行くのも一案です。一

回訪問してみると、だんだん慣れてくるものです。

▼大阪難波RC　福田様　本日はIM4組のロータリーデー

のPRにやってまいりました。どうぞよろしくお願い致します。

▼吉本会長　原田委員長、卓話よろしくお願いいたしま

す。写真有難う。

▼長竹副会長　原田委員長、卓話宜しくお願い致します。

▼稲田幹事　本日イルミネーションの設置、吉田会員と

やってまいります。点灯式よろしくお願いします。

▼居相会員　お久しぶりです。例会欠席お詫び。

▼池尻・山本（勝）・山陰・澁谷・友田・曽家・大橋・浦上・

田中（貴）・出口・加藤・児林（健）会員　写真有難う。

▼中川会員　良い事がありました。もっと良い事がありま

すように。写真有難う。

▼井川会員　本日、戦略計画委員会よろしくお願いしま

す。

▼宇野・松井・大熊会員　例会欠席お詫び。

▼新宮会員　原田委員長、卓話頑張って下さい!! 12/14

忘年家族会、現在63名です。まだまだ空きがありますの

で、出席宜しくお願いします!! 写真有難う。

▼野村会員　本日例会後、職業奉仕委員会で、アーテッ

ク様の見学を行いますので委員会メンバーの皆さん、よ

ろしくお願いします。写真有難う。

▼児林（秀）会員　本日卓話、原田委員長、よろしくお願

いします。たのしみにしています。写真有難う。

▼西村・富田会員　良い事がありますように!!

▼小谷会員　1/16の職業奉仕セミナー、多数のご参加を

お願い致します。写真有難う。

▼大槻会員　中川さん、先日はありがとうございました。

写真有難う。

▼相馬会員　原田委員長、卓話がんばってください。

▼平尾会員　原田さん、卓話よろしくお願いします。写真

有難う。

▼佐々木会員　中国ではコロナによる色々な制限に対し

て、国民の発揆が高まってデモ騒ぎになっていますね。

確かにちょっといきすぎかと思います。日本の制限ぐらい

がちょうど良いかもですね。

▼福村会員　商売繁盛でした。来週に米山奨学会の発

表です。よろしくお願い致します。写真有難う。

▼谷口会員　原田さん、卓話楽しみにしています。Ｗ杯、

盛り上がっていますね。日本代表、グループステージ突

破して欲しい！金曜日、朝4時から応援しますよ！

▼原田会員　皆様に良い事がありますように！拙い卓話

ですが、宜しくお願いします。

▼倉角会員 児林エレクト、お心遣いありがとうございます。

■ 出席報告

月日

11/2

11/9

11/16

会員数

62

62

62

出席

31

44

45

うち出席規定
適用免除者

3

9

11

メーク
アップ

2

出席率

64.58％

81.48％

80.36％

確定
出席率

68.75％
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