OSAKA-TEMMABASHI

ガバナーメッセージ（親睦活動月間に代えて）
国際ロータリー第2660地区ガバナー

四宮 孝郎

１月に日本で初めての新型コロナウイルス感染者が現れ、その後加速度的に全国に感染は広がり、
4月7日には7都府県に、又4月16日には全都道府県に「緊急事態宣言」が発出されるまでになりまし
た。当初1か月間の予定でありましたが、5月7日に全国で5月31日までを期限として宣言が延長され
ました。
その間国民の日常生活は一変し、外出の自粛、移動の制限を含む自粛生活が新たな日常となって
おります。足元の改善傾向により大阪の「緊急事態宣言」も5月21日に解除されました。しかしメディ
ア等で言われている通り、第二波・第三波の襲来が予想される中、まだまだ気を緩めることができな
い生活が続いていくことでしょう。
ロータリーにおきましても、例会のない日常、ロータリアン同士顔を合わせない日常、奉仕活動が
できない日常が長く続き、ロータリアンである自覚の維持が困難になってきているのも事実だと思い
ます。しかし、そのような中でも「ロータリアンとして何かをしなければならない」「ロータリーとして今
できる奉仕活動は何なのか」という考えのもと、独自に様々な奉仕事業を実施されているクラブもあ
ります。そこで地区としましては、例会や理事会の開催がままならず、独自の事業が困難なクラブも
含めて参加できるいくつかの支援プロジェクトを提示させていただきました。
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ロータリー親睦活動月間
次週（７月２日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

２）卓

話

１）例

（2510回）
「 会 長 挨 拶 」
中村

修 会長

３）７月度定例理事会（新旧合同）

①医療用防護服3,000枚

2019-2020年度RIテーマ

会 （2511回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓

話

「会長・副会長・幹事・
理事・役員就任挨拶」
中島 清治 ほか

②フェイスシールド（感染防止用顔面防護カバー）60,000セット
③使い捨て不織布マスク25,000枚
④再利用可能布マスク10,000枚
⑤医療用（PCR検査用）シェルターテント4張（IM第5組の共同プロジェクトとして組内全クラブ参加
のもと贈呈予定）
この他にもいくつかのプロジェクトが候補として挙がってきています。
ご承知のように災害支援に対するニーズというものはその時々により変わってまいります。特に今
回の新型コロナウィルス禍に対する支援は、そのニーズの変化が早く、今後ロータリーとしての取り
組むべき内容も柔軟に考えていかなければなりません。
今回これらの地区として提案致しましたプロジェクトを「友愛」と名付け、地区内全クラブからの拠
出金を募集させていただきました。まだ途中経過ではありますが、現在約1,500万円を超える拠出金
が集まっており、大変ありがたく、皆様のロータリー精神溢れる行動にあらためて感謝申し上げる次第
です。
さて、これから我々ロータリアンが取り組むべき大きなニーズの一つが「相互扶助」であると私は思
います。1905年にポール・ハリスをはじめとする4人の男性がシカゴに集まりロータリーを誕生させた
時には、「互恵の精神」「相互扶助」を念頭に置いていたはずです。
今私たちが直面しているこの国難ともいうべき状況は、社会全体の経済活動に大きな影響を及ぼ
しており、ロータリアンの事業環境にも多大な影響を及ぼしていることと思います。私たちには様々な
職業の上で多くの知識と経験を有するロータリアンの仲間がいます。私たちは今こそロータリーの原
点を思い起こし、お互いに手を差しのべ合う「相互扶助」を実施すべき時であると思います。
このことは新型コロナウィルスと闘っている医療最前線の方々や、大きな影響を被っている地域社
会の方々への支援と共に忘れてはならないものではないでしょうか。
当地区における「緊急事態宣言」の解除はなされますが、これは決して「安全宣言」ではありませ
ん。ロータリアン、並びにロータリーファミリーの皆様、関係者の皆様のご健康と安全を心より祈念申
し上げ今年度最後のメッセージとさせていただきます。
(2019-20年度 RI2660地区ガバナー月信6月号 より）

会長
中村 修
何もわからない私が1年間、会長を無事努めら
れたのも会員皆様のおかげと思います。橋本守
之パスト会長に君なら出来ると指名されました
が、突然の話で躊躇していますと、今度は郡悦清
パスト会長に強引に口説かれ引き受ける羽目に
なりました。今になれば会長を引き受けて良
かったと思います、次世代への橋渡しができた
のかなと少し自慢が出来ます。
1年間の事業ですが、ガバナー訪問から始まり
秋の家族会、中川親睦委員長、二宮副委員長の尽
力で、
10月5日ネスタリゾートでの、バーベキュー
大会、秋の青空の下楽しい一日を過ごしました。
10月10日中村健輔職業奉仕副委員長のもと、職業
奉仕賞授与式を実施しました。例年通り警察、消
防、自衛隊の皆様です。

12月5日クリスマス家族会、例年通り音楽あ
り、オークション等で、大変盛り上がりました，
会員の皆様の協賛感謝しております。ここまで
半期は、無事終了しました。
年が明けて、さあ残り半分のスタートです、意
気込んで少し前のめりになった時、思わぬ事件
です。それが新型コロナウイルスの出現、まさか
の現在も流行しています。
2月15日大阪平野ロータリークラブ45周年に参
加のおりは普通に行事が進行し、無事終了しま
した。
2月26日大阪市立信太山青少年野外活動セン
ター青年の家に於いて青年功績賞授与式を実施
のおりは、全員マスクでしたが、歌もあり、在校
生の送辞もあり無事に終了しました。
ウイルスの感染が広まり、3月7日の吉野での
大阪府青年功績賞授与式が急遽、天満橋のドー
ンセンターで取り行なわれました。
3月8日の大阪
府青年功績賞授与式は東大阪市なるかわで行い
ましたが、大阪府授与式は卒業生のみで執り行
いました。寂しい限りです。
台北陽明ロータリークラブの43周年事業も渡
航禁止で出席することもできませんでした、来
年の台湾での世界大会に是非とも出席したいも
のです。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

48名
36名(44名)
18名
8名

その後はご存じの通りウイルスの大流行で例
会も取り止め、
3月4月5月と休会いたしました。
事
業の半分しか出来なかったことを残念に思いま
す。
児童院の子供たちとの事業も何も出来なかっ
たです、来年は是非とも成功させたいです。
世界を見渡すと、米国での人種差別、その余波
が欧州にも広がりました。隣りの国では不穏な
衝突、拉致被害者の北朝鮮からの奪還などどこ
に行ったのでしょう、このような問題に対して
無力感を覚えます。ロータリークラブが何か出
来ないかと思う今日この頃です。
会員増強を一つのスローガンにいたしました
が、入会者（望田謙三）（西田勤）（坂口雅俊）
3名、理事会承認予定者を含め退会者（寺井種伯）
名誉会員に変更（北村修久）（山本邦人）（阪本
宗久）（永田秀次）5名差引2名の減員になり、申
し訳ございません。
この頼りない私を、石田副会長、中島幹事、阪
本会計、南川SAA、中川親睦委員長、中村健輔職業
副委員長、荒木社会奉仕委員長、吉村青少年奉仕
委員長、森本国際奉仕委員長、寺杣会員強化組織
委員長、坂東ソング・プログラム・広報委員長、
はじめ諸先輩、会員の皆様の協力を頂きこの1年
大変お世話になりありがとうございました。
最後に大阪天満橋ロータリークラブの益々の
発展を祈念し、最後の挨拶といたします。
「ただただ感謝（再）」
幹事 中島 清治
元気な中村会長をお支えして、今年度何とか
無事１年間幹事を務めさせていただくことがで
きました。
後半は、コロナという想定外の脇役にしてや
られた感がありましたが、皆様のおかげで何と
か例会も再開し、皆様のお顔を見れる形で最終
例会を迎えることができました。
一度目の幹事年度の最終例会の挨拶でも、
「会
員の皆様お一人お一人のあり余るご協力にただ
ただ感謝申し上げます」とさせていただきまし
たが、二度目もただただ感謝です。一年間本当に
ありがとうございました。

）内は会員総数を基準とした値

6月18日の出席率
81.82％
１７週間前（2月27日）の
出席率 84.44％
5名（欠席者12名)

☆☆ 2019-20 年度 年間皆出席表彰 ☆☆
ホームクラブ１年間皆出席
中川 政照

中村

修

髙松 貞彦

寺杣 晃一

髙橋 俊起
梅本 知秀

メークアップを含む１年間皆出席
平尾 彰彦

橋本 守之

石田 道夫

南川 和茂

望田 謙三

中島 清治

中村 健輔

吉村 圭太
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。
新型コロナウイルスも、まだまだ終息の兆し
が見えません。嬉しい話がございます、地区年次
大会にて大阪天満橋ＲＡＣが2位に入賞いたし
ました。中島幹事、吉村青少年奉仕委員長、おめ
でとうございます。次年度は仲西青少年委員長
が1位を目指します、頑張ってください。
公益財団法人 ロータリー日本財団より南川
和茂会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー・ピンが届いておりますので後程お渡し致
します。公益財団法人ロータリー米山記念奨学
会より坂東信幸会員・木川武利会員に第１回米
山功労者の感謝状、在本茂会員・川原和彦会員・
中島清治会員・大矢平治会員・髙田肇会員に米山
功労者マルチプルの感謝状が届いておりますの
で後程お渡し致します。私にベネファクター認
証状とピンも届いております。
本日、大蔭ガバナー補佐エレクトが来訪され
ています、後ほど一言お願いいたします。
悲しい話は、拉致被害者の会、横田滋様がお亡
くなりになりました。娘にもう一度、会いたい。
その願いも、ついにかなわなかった。
安倍首相では、一ミリも前進していません、今
のままでは永久に帰ってこないでしょう。
「一人が一人を連れて来る」よろしくお願い
いたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①本日13：00～「クラブ協議会（新旧合同）」を
開催いたします。クラブ協議会資料は全会員

ポストに配布させて頂いております。なお、報
告書を事前にご提出頂きました本年度各委員
長へはテーブルに配布しておりますのでご確
認のうえ、加筆・訂正がございましたら事務局
までお申し出下さい。
②次週例会終了後7月度定例理事会（新旧合同）
が開催されます。本日ご案内をお配りしてい
ますので関係各位よろしくお願いいたしま
す。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

☆☆ クラブ協議会（新旧合同）☆☆
6月18日（木）13：00から新旧合同のクラブ協議
会が開催されました。大蔭 政勝ガバナー補佐エ
レクトにもご出席頂き、2019-20年度各委員会の
活動報告の発表と2020-21年度委員長への引継ぎ
が行われました。

敬称を略す

大蔭政勝ガバナー補佐エレクトのご訪問を歓迎
申し上げます
中村 修
大蔭ガバナー補佐エレクト、ようこそお越し下
さいました
中島 清治
大蔭様、ようこそお越し下さいました
寺杣 晃一
べネファクター認証状・ピンに対し感謝
中村 修
マルチプルポール・ハリスフェローピン、ル
ビー２個が届き、自祝
南川 和茂
４３年在籍表彰を自祝して
坂本 一民
在籍４２ヵ年自祝
髙松 貞彦
２６ヵ年在籍自祝
在本 茂
誕生日自祝
溝手 悟
５月度の結婚記念日を自祝して
坂本 一民
結婚記念日自祝、会長、美しい紫陽花を有り難
うございました
西浦 司
結婚記念日自祝
坂口 雅俊
ローターアクトクラブ地区年次大会 連続ロー
タリー賞 １位 自祝
仲西 良浩
今週も休みますので！
中村会長他役員の皆様、一年間御苦労様でした
来期は中島会長頑張って下さい
川本 浩
コロナ渦の中、益々元気で頑張ってます。
例会出席できず、ゴメンネ
川原 和彦
令和2年6月18日

合計金

99,000円

累計金 2,030,000円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
７月第１例会のお知らせ
日 時：７月８日（水）19:30～20:50
内 容：「2020-2021年度 初例会 所信表明」
場 所：錦城閣
登録料： RC 5,000円
登録先：幹事 村上 奈央
tenmabashi@2660rac.org
登録締切：７月１日（水）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
白菜と卵白の和風スープ
ポークジンジャー、バターライス、
平豆、白髪葱添え
日向夏の軽いコンポート、
シャンパーニュワインのゼリー
コーヒーまたは紅茶
バケット、胡桃入りソフトロールとバター

