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新年の挨拶
会長 金森 市造、 幹事 村上 俊二

2021年1月7日

会長

金森 市造

ー

新年明けましておめでとうございます。

次回 1/14 のお知らせ

会員の皆様におかれましては、
ご家族
ご一同様ご健勝にて輝かしい新年を

♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」

お迎えになられたことと存じます。

■新年初例会

旧年中は、大阪中之島ロータリークラ

●卓話
上瀬 匠 会員

ブ会務諸般にわたり、大変お世話にな
り有り難うございました。
お陰様で例会
を中心にした会務運営は順調に推移

謹賀新年

することが出来ました。
ところが、思いもしない「コロナウイルス禍」によりクラブ奉仕活動以
外の奉仕活動においては、いくら自然災害のような原因とはいえ十分
に取り組む事が出来ず、準備をして頂きました各委員長はじめ委員
の皆様にお詫びを申し上げます。
そんな中、戸田職業奉仕委員長はじめ委員の皆様の準備周到による
「出前事業」
と
「職場訪問」
は会員各位のご協力により成功裡に終える
ことが出来ました。
昨年は、
コロナウイルス感染拡大により大変な日常生活を送ることに
なりました。
コロナウイルス感染状況は、
まだまだ予断を許す気配も
なくこの先もしっかりと推移を見守ることが必要と思われます。

勿論、世の中は新型コロナの第2波の真只中でし
た。
しかし「ウイズコロナ」
ということで、
コロナの
感染対策を太閤園とも協力して、そして
「三密」に
ならぬよう例会を11月26日まで予定通り開催さ
せて頂きました。
2．木村年度で3月5日から6月11日まで3か月半、第
1282回から第1294回まで13回も例会の休会を
余儀なくされて、会員の皆様も忸怩たる思いが
あったと考えます。
他のロータリークラブがこのコロナ感染状況のな
下期におきましても例会運営を主体としたクラブ活
動と思いますので、条件が許す限り毎週定例例会を
開催していけるよう願っています。
クラブ奉仕活動委員会以外の活動につきましては、
コロナ感染拡大状況の推移を見守りながらとなるで
しょう。
そのような状況の中、下期におきましてはロー
タリーの本分である
「卓話」
の時間を充実出来ればと
思います。
下期においては、
「会員卓話」の例会が多く組まれて
います。会員卓話の時間に、
自分の
『生業』や『人生の
思い』
・
『趣味の醍醐味』
さらには『日頃の鬱憤』をぜ
ひ発表して頂きたいものです。
ロータリーに永く在籍することにより、人の動きが目
の当たりに見えてきます。
また、他人の生業の裏表を
見せて頂けるのも
『会員卓話』
の特徴と思います。
結びにあたり残りの任期、村上俊二幹事共々会務に
精励致しますので、変わらぬご協力を賜りますようお
願い申し上げ年頭のご挨拶と致します。

かでも医療従事者支援の奉仕活動をしているとの
ニュースを聞く時、他の対外活動ができずとも、せ
めて例会も開かれないのは寂しいとの声がありま
した。今なおコロナ感染収まらぬ時だからこそ、金
森会長が11月の例会の時、会長の時間に
「会員各
位が今まで培ってきたロータリーの各種運営の取
り組みのよさを学べる場は、毎週1回の例会出席で
す。」
とおっしゃっておられた通りであります。
3．金森年度の目標は「例会の充実」
であります。例会
の
「充実」
は、卓話の充実にあると思います。例会時
間の半分は卓話の時間です。卓話者が自分をさら
け出す場所だとおもいます。11月26日の北口会員
の卓話は、生い立ちから現在までの凄まじい生き
様とその「生命力」に感動した方は私一人ではな
かったと思います。
まさに北口会員の職業は生命
保険の仕事が天職だと思いました。
代理卓話も時には結構なのですが、出来ましたら
ご自身のお仕事、業界のこと、
また趣味など自分ら
しさ、生き様などその人の人となりをお聞かせいた
だければ、皆様方も関心を持ち満足し感銘をうけ、
そして卓話が楽しければまた例会に出席してみよ
うと思えるかもしれません。

村上 俊二

例会はまた出会いの場でもあります。毎回同じとこ

1．皆様明けましておめ

ろ、同じ人の隣に座るより、定期的に自分の意志で

幹事

でとうございます。本
年もよろしくお願い
致します。

違った人と話をしてみるのも新しい発見があるか
もしれません。
4．今年度の上半期は、新型コロナ感染の第2波と第3

昨 年の流 行 語 大 賞

波の影響を大きく受けました。

が『三密』
と発表され

それでも、職 業 奉 仕 委 員 会 の 中 之 島 朝日カル

ました。新型コロナ

チャーセンターでの出前授業（9月24日）
とガバ

に明け暮れた1年を

ナー事務所職場訪問・移動例会（11月19日）は開

表わす言葉です。

催されました。

昨年7月よりスタートした金森年度ですが、当初私

また創立28周年記念夜例会（10月22日）は昼例

の病気で一緒に走れず皆様にご迷惑をおかけし

会となりましたが、
シャンパンで乾杯して創立に感

ましたが、7月16日から本格復帰しました。

謝し記念式典も開催されました。

しかし親睦小委員会が企画・準備されていた、大

していただくように協議してまいります。

阪城散策とBBQでの懇親会（11月7日）
は当日の天

下期も引き続き会員の皆様方にご支援・ご協力を

候不良の為中止になりました。満村委員長がBBQ
する時手元が暗くなるので、簡易ランプまでご準

いただき、
この中之島ロータリークラブ・金森会長
をしっかりサポートしてゆく所存でございますので

備・ご配慮いただきながらの中止でした。

よろしくお願いいたします。

また、
クリスマス家族会（12月17日）
も密にならず

年頭にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。

に親睦小委員会は会場・内容・参加者も工夫して
開催される予定でした。
ところが12月3日、大阪府
は新型コロナウイルス感染の非常事態を示す「赤
信号」を点灯させるとともに、大阪府民に12月15
日までの不要不急の外出自粛の決定がありました。

幹事報告 (1/7)

このことは11月30日には十分予想されておりまし

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

たので、残念ではありますが、12月1日今年のクリ

会員の皆様明けましておめでとうございます。今年も

スマス家族会は会長・委員長判断で中止となりま
した。

幹事 村上 俊二

どうぞよろしくお願いいたします。今年の1月7日は休
会となりましたが、1月14日に初例会を予定しており

また、社会・青少年奉仕委員会による恒例の「成美

ます。初例会は1年のスタートとなりますので、
ご出席

学寮餅つき支援事業」
も中止となりました。
その為、

よろしくお願いいたします。

金森会長・村上幹事・辻義光委員長・安達会員の
四名で、奈良市柳生の里「成美学寮」
に支援金と記
念品の贈呈にご訪問いたしました。
私はこの成美学寮餅つき支援には4度参加してい
るのですが、初めてお寺の中をご案内頂きました。
柳生宗矩・烈堂の像や柳生一族のゆかりの品及び

それでは下期の行事予定を申し上げます。
■1月7日
（木）
、
休会となりました。
会長・幹事による新年挨拶は、
今日の週報に書面で
のご挨拶となります。
■1月14日
（木）
、
この日の卓話は上瀬会員となってい

織田信長から柳生石舟斎に宛てた戦の協力要請

ます。
上瀬会員ご準備よろしくお願いします。

書簡等を拝見しました。
また若かりし日の美智子

11時半より第8回2月度役員会が開かれます。

妃殿下の成美学寮ご訪問時の写真に、
ご住職が雨

また、
例会終了後第8回2月度理事会が開かれます。

の中傘をさされてご案内されている姿が見られ感
動しました。
5．対外活動は、新型コロナウイルスの影響で十分で
きませんでしたが、金森年度が目標としてきた
「例
会の充実」
は例会が開催されてこそ実現できます。
むしろこのコロナ禍だからこそ、7月から11月まで
例会を5か月開催させて頂きました。
残念ながら12月は大阪府の非常事態の「赤信号」
による外出自粛もあり、例会は休会となっておりま
すが、12月からの週報は会員の皆様に届けられる
ようにしています。
6．最後になりますが、理事・役員各委員長の皆様に
は大変ご協力いただきましてありがとうございまし
た。
とりわけ役員の皆様は理事会の2週間前に役
員会があり、
そして理事会と大変ご尽力頂きました。
本日から下期がスタートしますが、下期は対外活
動計画や卓話もたくさん計画されています。
また、
ノミニー理事会も始まります。例会の運営について
は、SAA委員会で座席の順番について工夫を凝ら

■1月21日
（木）、1月は職業奉仕月間であります。職
業奉仕委員会によるクラブフォーラムが予定され
ています。
戸田委員長ご準備よろしくお願いします。
■1月27日
（水）、IМ6組第4回会長幹事会が18時よ
り帝国ホテル大阪にて開かれます。
■1月28日
（木）
、
この日の卓話は植屋会員となってい
ます。
植屋会員ご準備よろしくお願いします。
■1月30日
（土）
、
地区ロータリー財団補助金管理セミ
ナーが大阪YМCA会館にて行われます。
■2月4日
（木）、
この日の卓話は上山会員となってい
ます。
上山会員ご準備よろしくお願いします。
■2月6日
（土）、IМ2組ロータリーデーが千里阪急ホ
テルにて開催されます。尚、ホストクラブは茨木西
ロータリークラブであります。
■2月11日
（木）、
クラブ定款により休会となっており
ます。

1月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
北口 竜輔 ［21日］
辻 義光 ［24日］
丸山 澄高 ［29日］

●事業所設立記念
岡本 啓吾
オカトス ヒーロー リアルエステート
［平成3年］
小原 理恵

インターアクトクリスマス例会に参加して

華匯商事［平成21年］

インターアクト担当 檜皮 悦子

2020年12月9日
（水曜日）17：00より、開明中学校・

な経験をパワーポイントと共に紹介しておりました。

高等学校インターアクト例会に参加しました。二カ月

素晴らしい結果報告でした。

に一回ホストクラブとして彼らの活動を共有しており

次にロータリアンも参加し①今後のインターアクト奉

ます。

仕活動について②部員増員について
（高2が卒業の

先ず、11月7日
（土曜日）
に高島会員がDr.高島として、

ため）など其々の担当部に分かれ意見交換をしまし

生徒達の要望により医学部を目指している受験生の

た。最後にクリスマスプレゼント交換にて閉会点鐘に

ために、
お時間を頂きアドバイスされた様子がビデオ

なりました。

で紹介されました。
お医者様として立場、今後の医療

くる年はインターアクター達が、新型コロナに負けず

の在り方等をお話しされました。生徒たちはこの貴重

奉仕活動が実施できることを祈念しました。

会員投稿コーナー

今、考え続けていること

檜皮 悦子

人と人のつながりが目に見えないウィルスにより

合的なBattleﬁghtであることは分かっている。

奪われている。

COVIC19もいずれ歴史として語られても、
「集合」

つながりがなければ人間はもろい。幼き頃「人」
は

をリスクとした社会に人々は生きていくだろう。
こ

お互い支え合い生きていると教わった。
「人間」
は

のつながりの変容は私たちの社会をいかに変え

人に間（Space）がある。

ていくだろうか。今も考えている。

この
「間」
は何だろうか？ソーシャルディスタンス？

檜皮の一言：孫の大きなくまのぬいぐるみを思

（人との物理的距離）
無論、徹底的に社会距離を取る緊急事態への集

いっきり抱きしめた。
やはり人間相手のほうがいいな・・・

