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会長挨拶
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ロータリー親睦活動月間

金森 市造

2021年6月17日
第1315回（本年度 第33回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「我ら中之島」
:
■ホテルニューオータニ移動例会
例会：地下1階 アイリスの間
理事会：地下1階 ライラック
●卓話 心が熱くなる名言たち
杉村 雅之 会員
■第1回7月度理事会
13：40〜 ライラック

次回 6/24 のお知らせ
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話 会長・幹事退任挨拶
金森 市造 会長・村上 俊二 幹事

お手元に届いた『ロータリーの友』6月号の記事よりお話しさせて頂
きます。
横組では
6月は、
ロータリー親睦活動月間です。
ところが、今月号の
「ロータリー
の友」
には、
それに関する特集とか、項目が見当たりません。唯一横組
み20〜21ページに
「第7回日台ロータリー親善会議福岡大会」延期
にともなう
「台日国際扶輪親善会新年会」
の開催記事が掲載されてい
ます。21ページの文の中ほどに記載されている
「親睦だけにとどまら

と
『旧街道を歩む会』
に興味を持ちました。私も
「奉仕
の一世紀」
の本を持っていますが分厚くてパラパラと
読みましたが疲れますわ。それを講談で聞けるとな
れば楽しいと思います。
「旧街道を歩む会」
では、先週
の週報に佐賀野会員担当による誌上卓話・表題「熊
野古道」が掲載されて、末尾に来年度「熊野古道ハイ
キングツアー」
を企画したい！と予告 たのしみですね。
19ページ四日市南RC 真鈴川 寛様の『誇り高きロー
タリークラブの発展を祈って』
の文面には私自身の今
の心境です。創立当初の意気込み・喫煙の件・ニコニ
ず、私たちは〜」
という文脈から読み取れる思いが
ロータリー活動での『親睦』の基礎になっていると理
解できます。常に掲載されているので、皆さんも十分
に理解されていることですが、横組6ページに
「ロー
タリーの誕生秘話」
ともいう文面が毎月同じ文で掲載

コ箱・昨今のロータリーの諸規則の緩和への嘆き節
0・末尾の6行の内容ほぼ同感です。

幹事報告 (6/10)
2020-21年度第1314回（第32回例会）

幹事 村上 俊二

されています。
会員同士の「親睦」向上により、会員同士の仕事上の
付き合いが正当な商取引の基盤となりうるということ
が職業奉仕につながり、それが社会における信用を
得る礎となり、
その積み重ねが社会奉仕・国際奉仕・
青少年奉仕の確固たる結束力へと、それを確かめる
意味合いからも毎週1回開催される例会をはじめと
したクラブ奉仕の活動が大切です。
ロータリーとは集
会を各自の事務所持ち回りで順番に開くことから名
づけられたと記載されている通り、毎週1回の例会以

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

外に、情報集会、家庭集会、炉辺会合などといわれる

それではこれからの行事予定を申し上げます。

安価な集会場を設定して
「親睦」向上に寄与する集

■6月10日
（木）、本日の例会はオンライン（ZOOM）

まりが設定されていました。以前、大阪天満橋クラブ

を併用することで開催されてます。本日の卓話は下

主催によるビアホールでの集会に参加したことがあ

岡会員となっております。下岡会員よろしくお願い

るのですが、
これがその名残りと思っていました。当

します。

クラブもコロナ禍が落ち着けば、安価で気安く
「ロー

尚、例会終了後6月度臨時理事会がサファイヤ

タリーを語る」集会の開催をして会員同士の親睦向

ルームにて開催されます。

上に寄与したいものです。

■6月17日
（木）、
この日は移動例会です。移動例会も

22〜25ページの「侃侃諤諤」
『新型コロナ体験 得た

オンライン（ZOOM）併用することで開催されます。

こと 失ったこと』
では、各会員が新たな日々を過ごす

新例会場はホテルニューオータニ大阪地下1階ア

手立てを模索していることが読み取れました。
どの会

イリスの間となっています。

員の文面も
「なるほど！」
と相打ちを打てる内容です

この日の卓話は杉村会員となっております。杉村会

が、25ページの焼津南RC 法月 昭治会員の「失った

員ご準備よろしくお願いします。

こと」の2番目の内容に一番共感しました。実は、5月

例会終了後、新年度第1回理事会が開かれます。

中旬にごく親しい友人がコロナ感染で亡くなったの
で共感というより実感です。
縦組

■6月24日
（木）、
この日は本年度の最終例会で昼例
会となっております。例会はオンライン（ZOOM）併
用することで開催されます。会長・幹事退任挨拶が

縦組16〜19ページ「友愛の広場」の項では、16ペー

あります。例会場は桜苑ですので皆様のご出席よ

ジに掲載されている
『講談になった
「奉仕の一世紀」』

ろしくお願いします。

私のヒストリー

下岡 陽一郎 会員

2020-2021年度

臨時理事会

日 時：2021年6月10日
（木）
場 所：太閤園 サファイアルーム
出席者：金森・安達・満村・戸田・辻（義）
・高島・前田・檜皮・村上・嶽下
欠席者：辻（一）
・栗山・西田
金森会長あいさつ

以上10名（敬称略）

2. 戸田会員のコロナワッペンとカロナール配布の件

行事日程による今年度最終理事会としては、5月

新型ワクチンの接種後、発熱などの副作用がでやす

13日付けにて書面理事会を行わせていただいて

いため、戸田会員から市販されている比較的安全な

おりますが、その後、理事会の審議を得ておく必要

解熱剤カロナールと接種すみバッチを会員全員に配

の案件が生じてまいりましたので、本日臨時理事

布されました。

会を開催させていだきました。

3. 例会場移転に伴う進捗状況の件

開会の冒頭に際し改めまして、今年度中に理事各

例会場移転に伴い、事務局の引越しは、最終例会の翌

位からいただきましたご支援・ご協力に際し衷心

日
（6月25日）に行います。

よりお礼申し上げます。

引越し業者の選定にあたっては、太閤園から同時にで

ノミニー理事会より年度開始における諸問題につ

る三クラブ合同で実施して頂ける業者を選定しました。

いてご協議頂き、課題となっておりました事項につ

場所は、すでに連絡済のホテルニューオータニ634号

いて着実に解決し、お蔭をもちましてつつがなく所
期の目的を叶え年度末を迎える運びとなりました。
今年度は、昨冬からのコロナ禍という難題の中、例
会開催については、常に薄氷を踏む感じでおりま
した。案の定、昨年末から今年の年始そして4月中
旬から6月第一週まで休会することになりました。
その間には週報の発行と共に5月度最終理事会も
持ち回り書面理事会で対応させていただきました。
特に、休会中における卓話担当の会員におかれま
しては、早い時から準備して頂いておりながらその
機会を得ることができなくなり、その代替えとして
週報における
『誌上卓話』
をお願いさせて頂きまし
たところ、大多数の方が快くお引き受け頂き、週報
が発行できましたことに感謝申しあげます。ありが
とうございました。
本日上程させて頂きました審議事項についてよろ
しくお願い致します。

【報告事項】
1. 三世代奉仕事業報告の件

室となります。
城北ロータリークラブとの合同利用ですので、入室に
は気を使って頂きたいと思います。

【審議事項】
1. 2020〜2021年度

下期行事計画について

別紙添付資料の通り

2. 規定審議会の件
①大阪北RCからの決議案
ローターアクターがロータリークラブへ移籍する
際の年会費及び人頭分担金の重複を免除する立
法案の提出を検討するようRI理事会に陽性する件
⇒［ 賛成 ］
②茨木RCからの決議案
多くのロータリアンがロータリー公式ロゴバッジ
を着用することを推奨するよう国際ロータリー理
事会に要請する件
⇒［ 賛成 ］
③大阪RCからの決議案

三世代クラブ合同社会奉仕事業については、大阪市

新型コロナウイルスに対する国際キワニス、ライ

立児童院の子供達をクルーズ船に乗せる企画をして

オンズクラブ国際協会、国際オプチミスト、国際

いたが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とな

ロータリーの合同声明を踏まえ、具台的な奉仕活

りました。書籍については児童院に訪問し贈呈した。

動を協働して行うよう国際ロータリー理事会に要

これに伴い、預り金の精算として、394,410円と立替金

請する件

10,648円を受け取ることになりました。

⇒［ 賛成 ］

④大阪RCからの決議案
ロータリー章典に記載されているガバナー補佐資
格基準を見直し、その他の役職経験者（クラブ幹
事や地区代表幹事・委員長経験者など）をガバ
ナー補佐に選出できるよう国際ロータリー理事会
に要請する件
⇒［ 賛成 ］

3. 中之島蔵屋敷絵図使用の件
淀屋研究会主催の第3回「船場まつり」に大阪中之島
ロータリークラブ所有の「大阪中之島界隈蔵屋敷跡」
の絵図使用依頼について

4. 臨時休会に伴う事務局員等の休業補償について
事務局員 120,000円 ピアニスト 40,000円
⇒［ 承認 ］

5. 6月24日最終例会時の会長幹事退任挨拶の進め方
通常通り、会長幹事の挨拶とする
⇒［ 承認 ］

6. 金森市造会員退会の件
⇒［ 承認 ］

7. その他
インターアクトクラブ資金収支報告書
別紙の通り

⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

第4回 クラブ協議会［新旧合同］
（2020-2021年度）
クラブ奉仕委員会

への移転に伴い、休日のある週は例会を休会

栗山 委員長

とする方針です。例会日数が減っても今までと

クラブ奉仕の小委員会 ①会員維持・増強小委員

同様の活動ができるように工夫する必要があ

会 ②例会運営委小委員会 ③親睦活動小委員

ると考えます。

会 ④会員研修小委員会等があります。
コロナ禍

会員研修：新入会員を対象に入会後の研修

の下、様々な制限がかかる中、出来うる限り活動

を実施します。新入会員と入会歴5年未満の

して頂いたと思います。各小委員会委員長及び

会員、会員研修小委員会等との意見交換会を

ご協力頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。

開催予定です。

戸田 次年度委員長
＜活動方針＞
会員増強：会員数の増加、特に女性会員の増加
を検討します。
My RotaryのHPには
「女性は、
クラ
ブに新しい考え方をもたらし、奉仕プロジェクト
の可能性を広げてくれるでしょう。
」
とあります。委
員長個人的には某女性校長に勧誘活動を行っ
ている。会員諸氏も是非、新しい考え方をもたら
してくれそうな新入会員の勧誘をお願いします。
親睦活動：以下の行事を予定しています。
・8月7日
（土）三委員会合同子ども食堂
・12月16日
（木）クリスマス会
・1月27日
（木）上半期新入会員歓迎会・夜例会
・4〜5月頃 春の家族親睦会
・6月23日 下半期新入会員歓迎会・夜例会
例会運営：2016規定審議会でクラブ運営に
大幅な柔軟性を認める決定がなされ、その中
には「例会の回数を変えること」が含まれてい
ます。当クラブでも大阪ニューオターニホテル

会員増強・維持小委員会
安達 委員長
言うまでも無く会員増強にとっても、
この1年間
は最悪の1年間で手も足も出せない状態の1年
間でありました。
ただ、出来ることは会員の退会を防いで会員数
の維持に努めることでした。
最も身近な木村直前会長は退会されましたが、
そ
の後は精一杯退会阻止に努めているつもりです。
ということで、何とか下半期の会員数維持のまま
で次期の村上委員長にバトンを渡せそうです。
会員の維持も増強も、次年度の方が難しい気は
しますが。
村上 次年度委員長
会員増強・維持はクラブ運営にとり、ロータリー
活動の活性化にとっても必要なものであり、
クラ
ブ発展のための土台となるものです。
クラブ会員の会員増強意欲を啓発し、
「入会推
奨者」を能動的に発掘する事は大事なことです。

「プログラム部門」
例会運営の円滑化を図り、会員の親睦を一層
深められるプログラムを企画します。
「会報部門」
クラブの活動記録と会員への正しい情報提供
を行い、他のロータリクラブや外部への広報
誌としての役割を果たしたいと思います。
親睦活動小委員会
満村 委員長
1．秋の家族会

実施見送り

2．
クリスマス家族会

中止

3．大阪城公園散策とバーベキュー企画
また同時に退会防止の対策をどうするかが重
要です。
そのための環境整備を行ってゆきたいと思います。
例会運営小委員会
辻（一）委員長
コロナ流行の下で、例会運営は極めて厳しい状
況となりましたが、
ロータリー活動の基盤は例会
活動であるとの思いから、スクール形式による
ソーシャルディスタンスとマスク着 用 、体 温

雨天中止
4．1月28日 新春落語会（林家染二師匠）
例会の卓話の時間を延長して落語鑑賞とくじ
引き会を開催。
5．3月25日 太閤園３ロータリークラブ懇親会
（マジックショー）
マジシャン隼人によるマジッ
クショー実施。
6．春の家族会

実施見送り

佐賀野 次年度委員長

チェックを完全実施して可能な限り例会を開催

＜活動方針＞

してまいりました。
（緊急事態宣言下ではやむな

昨年度に引き続き、今年度もコロナ感染症の蔓

く中止）

延が続く中、平常な活動行事が行えるか先行き

又、会報につきましても記事内容に工夫を加え、

が不透明であるため、行事予定は仮計画といた

皆様にお届けできたものと考えます。

します。

たいへん変則的な1年であり、皆様に十分ご納

中之島ロータリークラブのさらなる発展とクラブ

得いただけたものとは思っておりません。
どうぞ

の結束強固を目的とし、活動を行いたいと考え

お許しいただきたいと思います。

ております。皆様のご協力よろしくお願い申し上

栗山 次年度委員長
【基本的な考え方】

げます。
＜活動計画＞

ロータリーは、まず「例会出席から」
といわれ

・8月7日
（土） 三委員会合同

ており、例会出席は会員の最も基本的な責務

・12月16日
（木） クリスマス会

であります。我々クラブ会員は例会活動を通じ

・1月27日
（木） 上半期新入会員歓迎会・夜例会

て会員相互の親睦を深め、
クラブを活性化し、

・4〜5月頃

充実した奉仕活動を行います。

・6月23日 下半期新入会員歓迎会・夜例会

「ソング部門」
明るく楽しく例会がスタートできる曲を中心
に選定していきたいと考えております。
「出席部門」
会員全体の出席率の向上を目指します。多く
のビジターやゲストの方に満足してもらえるよ
う対応していきたいと思います。

子ども食堂

春の家族親睦会

会員研修小委員会
西田 委員長
今年度は残念ながら新入会員が無かったので、
会員研修をする事が出来ませんでした。その中
で唯一、前年度入会でまだ会員研修を受けられ
てなかった小原会員の研修をさせて頂きました。
コロナの影響でIH会も開催する事が出来ず、今

年度の活動はそれだけでした。

③2021年1月21日 職業奉仕フォーラム

次年度に新入会員が沢山入られることを期待し

フォーラムの題名は「外向きの職業奉仕を通

ております。

じてロータリーの公共イメージを向上させよ

村橋 次年度委員長
＜活動方針＞
新入会員が、ロータリーの正しい知識を身に付
けることが、
ロータリー活動の意義を理解するこ
とに繋がるものと考え、入会後の研修と意見交
換の機会を通じて、基礎知識の理解と会員相互
の交流を深める。
＜活動計画＞
1．新入会員を対象に入会後の研修を実施する。
・ロータリーの知っておくべき基礎知識ついて
・国際ロータリー、地区、
クラブの運営について
2．新入会員と入会歴5年未満の会員、会員研修
小委員会等との意見交換会を開催し、ロータ
リーについての理解と会員相互の親睦を深め
る機会とする。

う」であった。
まとめると、
「それぞれの専門職
からみれば、世間の人が信じている常識のウ
ソやちょっとした知識や工夫で生活が改善さ
れることが沢山あると思う。そのような専門知
識を卓話で培った技術で世間にわかりやすく
伝えることをクラブが後援すれば、外向きの
職業奉仕になる。ロータリークラブが現在抱
えている大きな問題として会員数の減少と高
齢化がある。それを解決するためには新聞な
どのメディアを通じてロータリークラブの特徴
である職業奉仕を世間に知って貰い、ロータ
リークラブの公共イメージを向上し、会員を増
強することが大事である」
という内容であった。
④2021年6月10日 ワクチン接種後解熱剤とワ
クチン接種済みバッジ配布
戸田委員長の職業的手腕を活かした個人的

職業奉仕委員会

活動として、職業奉仕委員会と金森会長の承

戸田 委員長

認を得て新型コロナウィルスワクチン接種後

①2020年9月24日 出前授業：
地元である中之島朝日カルチャーセンター

の発熱に対する解熱剤（カロナール）
とワクチ
ン接種済みバッジを配布した。

（フェスティバルタワー18階）
と協力してシニ

小林 次年度委員長

ア向けに歯と耳と膝の健康についての出前授

＜活動方針＞

業を9月24日にクラブのプロジェクトとして

コロナ禍においても可能な限りロータリーの活

行った。朝日カルチャーセンターでの講演内

動方針の原点に戻って職業奉仕委員会の活動

容は自動的に朝日新聞紙面で紹介されるた

を実行すること

め、今回の出前事業は2020年8月28日朝日
新聞朝刊で紹介された。記事を読んだシニア
世代が多数申し込んでくれたので、
ロータリー
クラブの公共イメージ向上に貢献できた。職
業的手腕を活かした外向きの職業奉仕の具
体例を示した。
②2020年11月19日 職場訪問および卓話：
22名でトヤマビル東館6階のガバナー事務所
へ職場訪問した。新型コロナウィルス感染予
防のため会議室に19名、別室に3名が入りま
した。吉田地区代表幹事からガバナー事務所
の仕事内容や利用法などについて、話を伺っ
た。その後、
トヤマビル新館10階で大阪東淀
ちゃやまちRC戸田和孝氏の「住まい・まちづく

＜活動内容＞
毎月第1例会：事業所設立の表彰
2021年8〜9月予定
出前授業「中高年のための医療講演会」。
朝日新聞社の関連団体である中之島朝日カ
ルチャーセンター（フェスティバルタワー18
階）においてボランティアで当クラブの会員に
うよる医療講演会を行う予定。
また、講演に先
立ち新聞公示される予定であるのでロータ
リークラブの活動を広報する。
2022年1月20日 職業奉仕フォーラム
社会青少年奉仕委員会
辻（義）委員長

りに関する出前授業について」
とい卓話では

今年度社会奉仕委員会は引き続き新型コロナ

多業種合同での外向きの職業奉仕の重要性

感染影響により、本来の奉仕活動は制限され、

が強調された。

し有意義で思い出に残る奉仕活動を目指します。
＜計画＞
①こどもフェスティバル
にしなりこども食堂・よろしい茸ひまわりこど
も食堂・しまルームに所属する子供たち、その
父兄を招待し、夏祭りを開催します。
また、国際奉仕・親睦委員会との共催とし総勢
200名規模の奉仕活動になる計画であります。
②成美学寮支援
成美学寮に於いてもちつき等従前の支援を
踏襲する形になりますが新しい企画も取り入
れたいと計画しております。
国際奉仕委員会
厳しい状況が続きました。

高島 委員長

毎年寮生、会員の皆様が楽しみにしている
「成美

当委員会は、新型コロナウィルス感染症により

学寮餅つき大会」の中止決定を受け、11月12日

大きく活動を制限された。

（木）例会終了後、会長、幹事、安達会員とともに

下半期活動：1月28日に2月25日開催の国際奉

成美学寮様へ寄付金贈呈に行ってまいりました。

仕委員会フォーラム打ち合委員会を開催した。

大阪天満橋RC様が計画されていました三世代

その結果、当日は感染予防のためテーブルミー

合同奉仕事業の「大阪市立児童院の子供達と一

ティングは行わず、①国際奉仕とは？ ②ベトナム

緒に琵琶湖クルーズ」
も中止となり、最終的には

に於ける内視鏡手術〜特に耳鼻咽喉科・頭頚部

書籍の寄付で奉仕事業は終了し、三世代合同例

外科〜の発展のスライドを供覧した。
これまでの

会も中止となった次第です。

国際奉仕活動について再確認し、今後の奉仕活

その中で、
コロナ関連の奉仕事業として、高島会

動、地区補助金申請の必要性を述べた。

員のお世話により3月「公益財団法人大阪市救

5月26日付けで、台湾福齢RC奨学生に対する奨

急医療事業団 中央急病診療所様」に医療用マ

学金20万円を送金した。

スク2400枚を寄付させていただけたのは、現状

同クラブのC.P.Henryより電話があり、奨学金の

のコロナ禍で新たな奉仕事業として生まれたこ

お礼と共に、台湾での新型コロナの感染が急激

とはうれしい限りです。

に拡大しているため周年記念行事は全て中止

これは地区補助金を利用して合計60万円相当

にした、
との報告と、日本政府からのアストラゼ

の寄付となります。

ネカワクチンの供与に対してのお礼の言葉が

一方、青少年奉仕のインターアクト事業は今年

あった。

度も海外研修は中止となりましたが、青少年委

米山奨学生 陳 王芬さんのお世話を、米山担当

員会メンバーの努力により大阪開明中学校・高

副委員長、2020年4月〜2021年3月の間はカウ

等学校インターアクトクラブの部員たちとの交

ンセラー藤本会員、2021年4月〜2022年3月の

流は、
より盛んになりました。

間は植屋会員にお世話になり、特に問題も無く

今年度社会奉仕活動はコロナ禍において厳し

順調に奨学生の生活を過ごしています。

い制約を受けざるを得ませんでしたが、会員の
皆様のご協力により、少しでも奉仕事業が行え
たこと感謝申し上げます。
1年間ありがとうございました。

植屋 次年度委員長
＜活動方針＞
世界理解と平和推進
1．人道的国際奉仕活動

上瀬 次年度委員長

・人道的奉仕活動

＜活動方針＞

・職業研修チーム

多くの会員が参加しクラブが一体となり、汗を流

・奨学生（グローバル奨学生）

2．国際レベルの教育・文化活動
3．特別月間と催し

会計
檜皮 会計

4．国際的会合

会計の責務である予算の作成、会費及び入会金

＜活動計画＞

徴収と納入、
クラブの財政状況に関する報告を

1．国際大会2022年ヒューストン（アメリカ合衆
国 テキサス州）参加準備
2．社会奉仕・職業奉仕・国際奉仕・合同で子供
夏祭り
（仮称）の実施
3．台北福齢RC 24周年記念の参加

四半期毎に例会、理事会にて報告させていただ
きました。本年度予算案作成時は前年度に倣い
会員数37名、新入会員4名として策定しまた、木
村氏の退会、事務局の雇用等上半期に予算不
足となりました。
理事会の承認後、周年積立金350,000円を戻し
入れました。

SAA
前田 委員長
今年度は金森会長の方針で、当初は、会員どう
しが広く付き合えるよう、個人が好きな席に着席
するのではなく、SAAが指定して毎週かわるが
わる席を変えて、互いの交流を深めることにしま
した。
しかし、やはりSAAが席を指定することに
は抵抗があるのか、徹底しませんでした。
またコ
ロナの関係で、スクール形式の配置となり着席

下半期では剰余金を見込むのは難しいと考慮
し、理事会承認後定期貯金300万円普通貯金に
入れ替えました。会員の皆様方のご協力、丸山
副会計のお力添えにより今期を務めさせていた
だきました。7月1日より次期丸山会計に引き継
がせていただきます。
貴重な経験をさせて頂き有難うございました。
丸山 次年度会計

に関してはフリーで実施しました。

例会場の変更に伴い、前年度よりも、厳しい予算

本年度は例会数も減り、ズーム参加の会員もあ

状況になることが見込まれることから、

り、変則な例会体制になりましたが会員の皆様

①予算の使用目的・使用状況が適切なものとな

のご協力のおかげで何とか無事1年を終えたこ

るよう各委員会に求める。

とは幸いであります。

②管理運営面においても無駄のない適切な運

北村（讓）次年度委員長

営となるよう理事会において注視していただ

＜活動方針＞
格調高く、規律があり秩序正しい、そして、楽しい
クラブになる一助として、そのような例会の雰囲
気づくりに努め、会員相互の親睦を深める運営
を心掛けます。
また、奉仕活動の資金に必要なニコニコを気持
ち良くして頂けるよう、その推進に努めます。
＜活動計画＞
（1）時間通り例会を進行できるよう努める
（2）例会毎に担当者を決める
（3）
月1回、席の指定日を設ける
（4）
ゲスト、
ビジター、会員に気持ちの良い例会
の運営に努める
（5）ニコニコの増進に努める
（6）毎月、SAA、副SAAの委員会を持ち、定期的
に親睦を図る
（7）会長・幹事としっかり連携する

くよう求める。
その結果として、大切な予算が内容のある奉仕
活動に用いられるよう、会計担当として努めてい
きたい。

第3回ノミニー理事会 書面決議議事録
【審議事項】

3. 記念日等の記念品の件
誕生日、会社創立、結婚記念日の記念品は、前年度を

1. 2020〜2021年度 年間行事計画の件 〜別紙の通り

踏襲する

一部補正の上

⇒［ 賛成 ］

⇒［ 承認 ］

2. 名誉会員

4. 上程書提出の件

〜別紙の通り

⇒［ 賛成 ］

推薦手続きに不明があるも、説明後

5. 予算案の件

⇒［ 賛成 ］

〜別紙の通り

⇒［ 賛成 ］

米山奨学生

米山奨学生 陳 玉芬

そして、現在就職活動を行っている中、会社説明会及
び面接はほとんどオンラインになっています。
自分の
部屋で面接を受けるとき、慣れている環境なので、面
接で聞かれた質問に対して落ち着いて対応できま
す。面接はオンラインで行う唯一の欠点は、面接官の
表情をはっきり見えないことだと思います。
日本に留
学している今まで、毎日もオンラインの通話で家族と
連絡してきて、やはり家族や友たちと喋るとき、対面
で話したいという思いは今の時期でさらに強くなって
います。
学校の授業も五月以降すべてオンラインの形になっ
皆様ご無沙汰しております。

て、今月の二十日以降一部の授業は対面で行うこと

近況報告につきまして、五月末にオンラインで開催さ

になるらしいです。
まもなく夏になります。
これからも

れた学会の発表会で、私は国民党統治期及び民主

体調に気を付けながら、論文の発表及び就職活動に

元年以降の台湾の価格伸縮性に関する論文を発表

頑張っていきます。

して、無事に終わりました。次は、八月にもう一度日韓

この間日本から台湾にワクチンを支援してくれまし

次世代学術フォーラムに投稿する予定です。

て、誠にありがとうございました。

6月10日のメニュー
先

付

北寄貝 小柱

薄揚げ

分葱ぬた和え 紅立

造 り

鯛昆布〆

焚

合

厚揚げ揚げ出し 海老野菜餡
洗い葱 卸し生姜

八

寸

小附 雲丹豆腐 オクラ
出汁巻玉子 青梅 イサキもろこし焼
合鴨白葱巻串 茗荷 蓮根磯辺揚げ

白バイ貝 あしらい

外出し
冷し物 二色素麺
三つ葉

鰻

金糸玉子

椎茸 ミニトマト

食 事 鯛めし
香の物
留 椀 赤出汁 なめこ 若芽 貝割

tulations!
Congra

6

10

ニコニコBOX

金森：お蔭様で最終月を迎えました！
！お力添え有難う
ございました。
村上：下岡会員、本日の卓話、楽しみにしています。ニ
コニコ
戸田：ワクチンで微熱が出ることがありますが、躊躇
なくカロナールを飲んでください。
辻（義）
：ニコニコ
高島：あと3回と京阪京橋駅から歩いてきました。
（6月
17日は1年に1回の検査のため欠席します）

米山奨学委員会より早瀬会員が
米山功労者の表彰を受けました。

吉田：ニコニコ

5月・6月のお祝い

嶽下：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

下岡：ニコニコ
北村（讓）
：本年度最終月、楽しくやりましょう！
前田：私お酒大好きです。今や呑み屋難民です。
檜皮：①戸田会員、お薬有難うございます
②下岡会員、
マイヒストリー楽しみにしております。
皆様、お久しぶりです。
植屋：誕生日のお祝いにメロン有難うございました。
やっと皆様にお会いできました。ニコニコ
村橋：久々の例会ですね。

▲お誕生日のお祝い：左より前田 隆司会員・北村 讓 会員・嶽下 勇治会員・
植屋 亨会員・金森 市造会長

戸田さん、お薬有難うございます。
満村：お久しぶりです。ニコニコ
井本：
「人に会える」
って嬉しいことですね。ニコニコ
上瀬：下岡会員、卓話楽しみにしております。ニコニコ

本日合計 : ￥19,000
累

計 : ￥994,924

●出席報告
▲結婚記念日のお祝い：左より上瀬 匠会員・佐賀野 雅行会員・
山本 肇会員・金森 市造会長

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
27名
（リモート参加 1名）
欠席者
8名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率

77.14 %

0名
0名
0名
1名

●本日のゲスト
米山奨学生
▲事業所設立記念のお祝い：左より辻 義光会員・村橋 義晃会員・
戸田 佳孝会員・金森 市造会長

陳 玉芬 様

