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2020-2021年度RIテーマ

＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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母 子 の 健 康 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会

（2535回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓 話

次週（４月８日）のお知らせ
１）例

会

（2536回）

２）卓

話

「大阪駅（梅田）の歴史」
井戸 幹雄会員

「今注目されているSDGsとは」

一般社団法人SDGs推進士業協会 理事
アズコネクト社会保険労務士事務所 代表者
山本

哲史 様

二宮

彰久会員紹介

☆☆ ４月度のお誕生日 ☆☆
9日 箕村 保
14日 西井 幾雄

11日 平尾 彰彦
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週の挨拶の中で、大阪での桜の開花宣言が
予想されることをお話ししましたが、史上最速
のスピードで満開に近づいています。先日、京都
白川を散策した際も桜が見ごろを迎えていて、
やっぱり京都は桜が似合うと感じました。
本日は、大阪府の青少年活動財団で、日ごろ子
どもたちのキャンプ活動のお世話をしている学
生リーダーの方が卒業されるということで、活
動を振り返って卓話をしていただくことになっ
ています。学生の間に子どもたちに対して熱心
にお世話をされた経験を活かして、新しいス
テージでも花開くことを期待しています。でき
れば、ご卒業されてもこれまでの活動を続けて
いただきたいと思います。当クラブには、１８歳
から３０歳の青年が会員となっているローター
アクトクラブという団体があります。是非、興味
をもっていただいて、そちらに顔を出して頂け
ればありがたいです。

平尾 彰彦会員
＜例会場 天満宮会館＞

毎回、挨拶の中でコロナの話題を口にするの
は嫌なのですが、昨日大阪の新規感染者が２０
０名を超えたという報道がありました。リバウ
ンドの兆候が見えています。会員の皆さんが、こ
のように例会にご参加いただいているのは、互
いに信頼、信用されていることが前提にあると
思います。あえて申し上げれば、信用できない場
所にはいかないことを徹底いただければ思いま
す。
くれぐれも、健康にはご留意いただきますよ
う改めてお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①移動例会出欠のご返事を本日中に事務局まで
お願いいたします。
②「2020-21年度 下半期会費のお願い」をさせて
頂いております。お振り込み宜しくお願いい
たします。
③本日例会終了後 4月度定例理事会を4Ｆ「銀河
の間」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。

☆☆

４月度理事会決定事項

☆☆

・移動例会について
１）４月８日（木）大阪天満宮にて移動例会を
行います。
２）アルコールの提供は行いません。

☆☆ 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
６名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
29名(39名)
18名
10名

・三世代合同例会について
５月１３日（木）に付いて理事会にて多数決を
行い太閤園での合同例会は中止となりました。
ヒルトンにて通常例会となります。
・春の家族会について
継続して協議致しますので、改めてご報告いた
します。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

大阪府青少年活動財団 前垣理事
ユースリーダーから
とだ ゆうあさん・ワタゲ
みはら なおや君・エナジー
なるかわリーダーから
たかはし りょう君・シャーク
なかい めぶきさん・バンザイ
本日は宜しくお願い申し上げます。
また、5月23日の第2660地区地区年次大会に22名
のご登録有り難うございました。 仲西 良浩
リーダー卒業生のみなさん 卒業おめでとうご
ざいます。
中島 清治
大阪府青少年活動財団一同様、本日は有難う御
座居ます。
髙橋 俊起
令和3年3月25日

合計金

）内は会員総数を基準とした値

3月25日の出席率
74.36％
４週間前（3月4日）の
出席率 87.50％
1名（欠席者 6名)
財団と職員の皆さまにて卒業式における「青年
功績賞」受賞式を行いました。
一般財団法人大阪府青少年活動財団（ユース
サービス大阪）前垣 益己さんの下、ユースリー
ダーからの２人、戸田 結彩（とだ ゆうあ）
【ワ
タゲ】平安女学院大卒 女子・三原 直也（みは
ら なおや）【エナジー】関西大卒 男子なるか
わリーダーからの２人髙橋 亮（たかはし
りょう）
【シャーク】近畿大卒 男子・ユースサー
ビス大阪の職員内定者中井 萌蕗（なかい め
ぶき）【バンザイ】大阪教育大卒 女子以上４名
の卒業生による、「４年間の活動を振り返って」
をテーマにお話して頂きました。
また、活動期間中は１年目入会の時にニック
ネームを先輩から付けて頂き、４年間の活動は
ニックネームにて呼び合います。今年度はコロ
ナ禍において思う様な活動が出来なかった様で
すが、卒業式で在校生の送辞と卒業生の答辞に
は涙ながらお話されておりました。私達ロータ
リアンが創造できない素晴らしい事を学んだと
思います。

15,000円

累計金 1,663,000円

☆☆ 先週（3 月 25 日）の卓話 ☆☆
「四年間の活動を振り返って」
青少年奉仕委員会
委員長 仲西 良浩
今年度の青年功績
賞を３月６日
（大阪
市中央区のドーン
センター）
の野外活
動リーダー
「ユース
リーダー」
卒業式に
おける「青年功績
賞」
受賞式を行いま
した。また、３月７
日
（東大阪市のなる
かわリーダー）
の卒
業式にはリーダー
の熱発事由にて記念品と表彰状をお届けして、

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ビーフカレー
ミックスサラダ
フルーツ取り合わせ
コーヒー

