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2021年1月21日

職業奉仕月間
月間テーマ（1月）

第1303回（本年度 第25回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

本日のプログラム

次回 1/28 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●親睦委員会による新春落語講演会
　①新春落語会（演者：林家染二師匠
　　・林家愛染 他1名）
　　染二師匠の落語と

寄席囃子レクチャー
　②新春福引会（空くじなしの福引き）

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　職業奉仕委員会

クラブフォーラム
　戸田 佳孝 委員長

運営報告（ 1月21日）

コロナウイルス感染拡大禍におけるク
ラブ活動についての対応

昨年末よりの感染拡大は、ひどくなる
ばかりで毎日発表される「感染者数」に
は、驚くばかりです。そんな中、昨年末
には例会開催を中止することになり、と
りわけ毎年恒例の親睦委員会主催に
よる「クリスマス親睦家族会」も取りや
めとなり早くから開催準備に取り組ん
でいただいた満村親睦小委員会委員

長はじめ委員の皆様には、まことに申し訳なく思っています。

ところで、皆様ご承知の通り、新年になりコロナ感染拡大は日増しに
増加傾向との事態を受けて、例会開催の有無を村上幹事と相談し緊
急事態宣言発出前提を鑑み1月11日付けにて「今後の対応につい
て」の私案を郵送しとりあえずは、14日の例会は中止させていただ
き、役員会・理事会を開催させていただきました。

その間、会員間では『例会開催』の要望があるとの声を側聞し、万一
例会開催するならばその対応を如何にするか？と思案し、私の『私
案』を太閤園に伝えましたところ「金森の私案通りさせていただけま
す！」と回答を得て、14日開催の役員会・理事会にお諮りさせていた
だき21日開催ができることになりました。まさに「朝礼暮改」で相済み



ません。

例会開催にあたり、私が太閤園にお示ししたのが本
日の例会場のテーブルの配置と食事です。

〇1テーブルにつき一人着席
〇着席は、左右交互にする
〇食事は、会席弁当形式

という本日の形式です。

太閤園からは、食材の調達上から、人数をはっきりし
て下さい！と申し出されました。

そのためには、前もって正確に会員各位の出欠の確
認をすることになりました。

〇出席の確認にご協力ください
例会2日前の火曜日13：00までに当該週の例会を
欠席される方は必ず事務局に申し出ください。そ
の時間以後、何らかの事情で欠席された場合、食
事代のキャンセルができません。

費用軽減の見地から無駄にならぬようにご協力お願
いします。

先日、2660地区事務局より、緊急事態宣言下におけ
る事務局並びに諸事業の対応についての通知がさ
れましたが一言でいえば『ほとんどの対応がIT使用
と多数の人が集まっての事業取りやめ』になる準備
をするとのことです。

私はこのような中になってのロータリー活動の主た
る目的はなにか？と自問自答する中、思うことは「1世
紀前に発足した4人の集まりの主旨」に立ち返るチャ
ンスと思いました。

すなわち、会員同士が『4つのテスト』に基づく職業を
通じて社会に参加しているかどうか？

お互いの正業を通じてお互いの人間道を高めみん
なのためになっているかどうか？

その実践の確認をする場である『例会』に毎週参加
できることに感謝し、縁あって集まる場をこれからも
開催出来ますよう努力しましょう。

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。大阪府の新
型コロナウイルス感染の非常事態宣言が発せられま
したので、1月14日の例会は休会となりました。しか
し1月14日の理事会にて、例会は今後Zoomを併用す
ることで1月21日より通常どおり開催されることに決

幹事報告 (1/21) 幹事  村上 俊二

Congratulations!1月のお祝い1月のお祝い

●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 華匯商事［平成21年］

定いたしました。勿論、感染対策を十分行います。体
温の検温、手洗い消毒、マスク着用の義務化をはじ
め、スクール形式の座席とお弁当式の昼食で人との
距離を保ちその接触を減らすことで飛沫感染を防ぐ
ことが重要であります。従って例会開催中、報告の時
もマスク着用でおねがいします。

■1月21日（木）、1月は職業奉仕月間であります。本
日は職業奉仕委員会によるクラブフォーラムです。
戸田委員長よろしくお願いします。

　なお、今日のZoomでの参加予定者は山本会員、吉
田会員、西田会員、北口会員の4名であります。

■1月27日（水）、この日のIМ6組第4回会長幹事会
が2月16日（火）に変更されました。Zoom会議参加
型・併用のハイブリッド方式での会議が18時30分
から開催されます。

■1月28日（木）、この日は親睦活動小委員会により
ます新春落語会及び抽選会を予定しています。後
ほど内容については満村委員長から報告がありま
す。満村委員長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
ミナーがオンライン（Zoom）方式で14時から17時
まで開催されます。

■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。

　また、例会終了後クラブ戦略計画委員会が寿の間で
開かれます。委員の方ご出席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
テルにて開催でしたが、延期となりました。時期は
未定です。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。



日　時：2021年1月14日（木）　13：40～
場　所：太閤園　ゴールデンホール西
出席者：金森・辻（一）・安達・満村・戸田・辻（義）・高島・前田・檜皮・嶽下・村上　以上11名（敬称略）
欠席者：栗山・西田　以上2名

2020-2021 年度 第8回　2月度定例理事会議事録

開会の挨拶（金森会長）

みなさんこんにちは。コロナ禍で大変な時期にもかか
わらず、ご出席賜りましてありがとうございます。

ご存知のように緊急事態宣言が出されまして、その前
に朝令暮改のようなことであいすみませんが、私の案
を出させていただいたところでございます。

それを踏まえて、いまから審議をしていきたいと思い
ますのでよろしくお願いを申し上げます。

【審議事項】

1. 2020-21年度下期事業計画と対応について

・1/27　IM6組会長幹事会は延期となった

2. 下期の奉仕活動の対応について

・状況を見ながら対応していく。　⇒［ 承認 ］

3. SAA委員会・・・座席の検討について

・スクール形式での実施とする。　⇒［ 承認 ］

4. 親睦活動小委員会の落語会・抽選会（1/28）、太閤
園3RC懇親会（3/25）について

・12：30～　例会

・13：00～14：00　林家染二さんの新春落語会、ゆか

いな寄席囃子レクチャーを実施する

・くじ引き会を実施

　⇒［ 承認 ］

5. 今後の例会休会の判断を会長一任とする決議に
ついて

会長一任でよろしいでしょうか　⇒［ 承認 ］

いろいろと会員皆様からも例会を開催していただきた

い、またそのような方向に向かないかなとの意見もお

聞きしているところであります。そこで案として緊急事

態宣言中は休会という案の提示をさせていただいたと

ころでありますけれど、本日、下記の通りと考えています。

・グループ形式で行う

・食事は、幕の内弁当とする

・食事中は、無言とする

・食後は通常例会とする

・太閤園と協議して、通常最低食事人数を28人から

23人とする

開会の挨拶（金森会長）

明けましておめでとうございます。新型コロナの感染
拡大と共に迎えた下期ですが、今年もご協力宜しくお
願いいたします。

【報告事項】

1. 2020～2021年度下期行事計画と対応について
新型コロナによる休会中の卓話担当者の対応＿
原稿提出

【協議事項】

1. 
①新型コロナウイルス感染症拡大防止による緊急事

日　時：2021年1月14日（木）13：00～13：30
場　所：太閤園 サファイアルーム
出席者義務者：金森・村上・辻（一）・前田・檜皮　以上5名（敬称略）
欠席者：栗山
observer：満村・吉田

2020-2021 年度 第8回　2月度クラブ役員会協議録

態宣言下例会について＝理事会にて審議
②開催時の例会対処について＝理事会にて審議

2. SAA委員会―座席について

3. 親睦活動小委員会企画：落語親睦会について＝満
村委員長
日時：2021年1月28日

4. 太閤園3クラブ懇親会について（ホストクラブ：大
阪中之島RC）
日時：2021年3月25日

5. 上期末会計報告＿檜皮会計
本会計残高不足対処について＿丸山副会計



・火曜日までには、必ず出欠の返事をお願いする

・ズーム例会も可能とする

・その他問題がでたときは、その都度協議する

6. その他

①三世代については、当年度未確定のため次年度の
計画に支障がでる。

②会計について、別紙のとおりとする　⇒［ 承認 ］

③ロータリーの友 2021年1月号のROTARY AT WORK

（60ページ）に、大阪中之島ロータリークラブの職業

奉仕委員会の、「職業奉仕を発揮し公共イメージ向

上」として掲載された。 ― 戸田社会奉仕委員長 ―

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）

お疲れ様でした。

【’21年3月 行事予定】　（水と衛生月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

-

-

1303

1304

23

24

25

26

休会

休会

職業奉仕委員会クラブフォーラム

新春落語会
演者：林家 染二・林家 愛染 他1名

新年挨拶（週報掲載）
金森会長、村上幹事

卓話担当：上瀬会員
（週報掲載）

職業奉仕委員会：
戸田委員長

親睦活動小委員会：
満村委員長

第8回2月度役員会
第8回2月度理事会

地区ロータリー財団補助金
管理セミナー オンライン会議
　日程：1/30（土） 14：00～17：00

【’21年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1305

-

1306

1307

27

-

28

29

休会⑥→祝日　建国記念日

国際奉仕委員会クラブフォーラム

卓話担当：上山会員

卓話担当：北村（讓）会員

国際奉仕委員長：
高島委員長

第9回3月度役員会
クラブ戦略計画委員会

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

第4回IМ6組・会長幹事会（六輪会）
オンライン併用会議
　ホスト：茨木西RC
　日程：2/6（土） 18：30
　会場：ガバナー事務所
IM4組ロータリーデー
　ホスト：東大阪みどりRC
　日程：2/27（土）
　会場：未定

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1308

1309

1310

1311

30

31

32

33

ガバナー補佐訪問日

太閤園3RC懇親会・夜例会

卓話担当：山本会員

卓話担当：小林会員

卓話担当：栗山会員

第3回クラブ協議会
第10回4月度役員会

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

PETS（会長エレクト研修セミナー）・
地区チーム研修合同セミナー
　日程：3/13（土）
　会場：大阪国際会議場
IM1組ロータリーデー
　ホスト：大阪そねざきRC
　日程：3/27（土）
三世代合同社会奉仕事業
　ホスト：天満橋RC
　日程：3/28（日）

【’21年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）

【’21年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1312

1313

1314

1315

-

34

35

36

37

- 休会⑦→祝日　昭和の日

卓話担当：前田会員

卓話担当：北村（薫）会員

卓話担当：満村会員

卓話担当：村橋会員

第11回5月度役員会

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

地区研修・協議会
　日程：4/3（土）
　会場：大阪国際会議場
IM5組ロータリーデー
　ホスト：大阪リバーサイドRC
　日程：4/24（土）


