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今はコロナの時代です。世の中のこと全てが見直しを迫られています。

そんな時代認識に立って私たちの活動を展開したいと考えます。従
来通りの活動は申し上げるまでもなく、望むべくもありません。手探り
の中で創造していかねばなりません。

2021年7月1日
第1317回（本年度 第1回）例会

本日のプログラム

次回 7/8 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会長・幹事活動方針
　辻 一夫 会長
　嶽下 勇治 幹事

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　四大奉仕委員長 方針
　戸田クラブ奉仕委員長
　小林職業奉仕委員長
　上瀬社会・青少年奉仕委員長
　植屋国際奉仕委員長

2021-22年度スタートにあたって
2021-22年度会長　辻 一夫



それには、何が必要なんでしょうか。私は正に「四つ
のテスト」を拠り所とした柔軟性に富んだ判断こそが
求められているものと考えます。

会員の皆さんにお願いです。どうか「お力」をお貸しく
ださい。そして、コロナ時代に負けない活動を創造し
ようではありませんか。

本日は、今年度最終例会となりました。併せて創立当
初より例会場としておりましたここ『太閤園』での通常
例会としては、まさに千秋楽打ち止め例会でございま
す。さぞかし、チャーターメンバーの方々にとりまして
は、今、感慨深い想い出が走馬灯の如く脳裏に去来
しているものと思います。昨冬からのコロナウイルス

感染拡大は、私たちの日々の暮らしに大きな影響を
もたらしました。5月中旬から始まりました一般向けコ
ロナワクチン接種が、感染拡大に歯止めがかかるこ
とを期待し、併せて今まで通りの『手洗い・マスク着
用・3蜜を避ける』などの励行により一日も早い終息
を願うものです。私としては、昨年7月よりスタートし
ました時点より、毎日報道されるコロナ感染者数なら
びに関連報道に目が離されず、例会運営において村
上幹事とも密接に連絡を取り合い、例会開催対応し
てまいりました。おかげで、緊急事態宣言下において、
休会されるクラブがある中、当クラブはZOOM送信対
応の準備も整えることができて少ない休会の回数で
あったと思います。ZOOM送信対応にご尽力頂いた
会員に感謝申し上げます。

例会休会中にも、何とか週報発行！に努め会員同士
の絆を維持して行こうとの思いで、その紙面に会員
各位の動向を投稿していただけないものか？とお願
いをしておりましたが、数名の会員からの投稿を頂き
ましたのみで私の願いが浸透せず、私としては残念！
の一言であります。

そこで、クラブが毎週発行する週報の意義を、今一度
理解して頂きたいものです。

週報は、クラブの動向と合わせてそれ以上に会員各
位の親密度を高めるツールとして大いに利用してい
くことに私は、期待しております。

今や、パソコンやスマホのメールで何事も情報が瞬
時にやり取りできる時代になりました。

連絡も、スマホのラインアプリで一瞬にできて、これ
からはおそらく主流になるでしょう。

ひょっとしたら、数年後には週報もスマホのライン添
付や、パソコン上のメール添付にとって代わるかもし
れません。

ペーパーレスの時代に突入ですね！

私は、そんな中でも、毎週例会上で配布される紙媒
体の『週報』の存在の重みを信じるものです。どうか、
会員各位におかれましては、週報は単なる会務の報
告書・連絡書でない！ということ、むしろ会員同士の
絆を高めるツールであるということを理解して頂きた
いものです。毎週発行される『週報』に期待します。

結びにあたり、私は、6年間という期間の会員歴であ
りましたが、その間に賜りましたご厚情に感謝申し上
げます。そして、会員歴の浅い私に第28代会長を勤
めることをお許し頂きました会員諸兄に重ねてお礼

会長挨拶 2020-21年度会長　金森 市造

四つのテスト
言行はこれに照してから

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？



Congratulations!

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。

申し上げます。ご推挙頂きました人たちの期待に十
分応えられなかったこと申し訳なくおわび申し上げ、
そんな至らぬ私をノミニー理事会開催前よりの下準
備をした時点より足掛け3年にわたりお力添え頂きま
した村上俊二幹事様に心よりお礼申し上げ、会員諸
兄のご健勝・ご多幸を祈念致し、最終例会の会長の
挨拶と致します。

2020-21年度第1316回（第34回例会）
幹事報告 (6/24)

幹事  嶽下 勇治

2021-22年度最初の幹事報告をさせていただきます。
皆様方に、ご協力を頂きながら努めて行きたいと
思っています。
よろしくお願い致します。

■7月1日（木）、会長・幹事方針あいさつ
辻一夫会長
嶽下幹事

■7月8日（木）、四大奉仕委員長方針あいさつ
戸田クラブ奉仕委員長
小林職業奉仕委員長
上瀬社会・青少年奉仕委員会委員長
植屋国際奉仕委員長

■7月15日（木）、クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム

第2回8月度理事会（14：10～15：00）

■7月21日（水）、IM6組会長・幹事会（六輪会）
18：00～ホテルモントレグラスミア大阪

■7月22日（木）、祝日（海の日）

■7月29日（木）、（小）委員会活動方針
丸山会計
北村讓SAA
村上会員増強・維持小委員会委員長
栗山例会運営小委員会委員長
佐賀野親睦活動小委員会委員長

本日のソング委員  上瀬 匠会員

●誕生日
早瀬 道圓 ［  1 日］
檜皮 悦子 ［  7 日］

●事業所設立記念
山本 　肇 　株式会社関西建設［昭和51年］
北村 　讓 株式会社アークエース［昭和57年］
北口 竜輔
 プルデンシャル生命保険株式会社［平成15年］
井本 万尋
 株式会社保険コンシェルジュ［平成20年］
上山 英雄 千里不動産鑑定事務所［平成22年］

Congratulations!7月のお祝い7月のお祝い

村橋会員研修小委員会委員長
檜皮青少年奉仕小委員会委員長



2020-2021年度 会長・幹事退任挨拶

会長  金森 市造、幹事  村上 俊二

  1．まずはこの1年間無事務められたことと、会員の
皆様が誰もコロナにかかられなかった事を感謝
いたします。とりわけ、クラブ運営にご尽力いただ
きました理事・役員の皆様、そして会員の皆様に
厚くお礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の脅威の中、我々は
ロータリー活動の縮小を余儀なくされています。
この1年はこのコロナのなかでどう例会を開催

会員各位の温かいご支援・ご協力のお蔭を持ちまし
て、本日を迎えることが出来ましたことに衷心より厚く
御礼申し上げます。ご承知のように私は、下岡陽一郎
会長年度の初秋、名誉会員の伏見隆様の支援を頂く
ことになり、その受け皿として後援会組織立ち上げの
ご挨拶に、太閤園の和食どころ『瓢箪』でお目にか
かったのが、大阪中之島ロータリークラブの皆様との
始まりです。その後、市長選挙直前になり伏見隆氏と
会員諸兄との橋渡し役の一助に入会させて頂ければ
という話に進み、嶽下勇治会長年度の当初に入会さ
せて頂きました。

私は、以前にもお伝えしておりますが、当時70歳に
なっていましたので、自分の考えでいろいろかかわっ
ていた会務や、役職を一度リセットする一環としてそ

2020-21年度会長  金森 市造会長退任の挨拶
の半年前に『くずはRC』を退会しておりましたので、
当クラブ会員になることには、「一抹の後ろめたさ」が
脳裏に去来していましたが、伏見さんとのかかわり上
お世話になることを決意し入会させて頂きました。
（伏見隆後援会は、2期目選挙前に統合されたので、
その時点で私の立場は一般支援者のみです）またこ
こ太閤園は、齢30歳ごろの憧れのところでしてその
太閤園で例会場ということも気持ちを後押ししてい
ました。毎週出席させて頂いて会員諸兄の人柄や会
務のことが少し分かりかけた村橋年度2期目に、
「次々々期会長候補」にと耳打ちされました。

入会歴の浅い私の置かれた立ち位置からして、それ
は『人が笑いますよ！』と、自分の気持ちを記した書簡
をもって固辞させて頂きましたが、結局お世話になる
ことになり今年度その本番を迎え皆様のご理解・ご
芳情を頂いたお蔭で無事に本日を迎えました。あり
がとうございました。ノミニー理事会から今日までお
支え頂きました理事各位にあらためてお礼申し上げ
ます。

次々会長として準備する段階からお世話になった村
上俊二幹事、会務諸般についてご相談申し上げご教
示頂いた3名の会員様に衷心よりお礼申し上げます。

いろいろご教示いただいたことに改めて感謝申し上
げます。

結びにあたり、新年度から、新例会場にて始まる大阪
中之島ロータリークラブの益々のご隆盛、会員各位
のご多幸、ご健勝をご祈念申し上げ会長退任の挨拶
と致します。

2020-21年度幹事  村上 俊二幹事退任の挨拶
し、どう奉仕活動を展開するかが問われた1年で
した。金森年度はロ－タリーの原点に立ち返り、
奉仕の根本を探求してゆきましょうという年度で
ありました。そのため、例会の充実と時代の変化
に対応した組織・規定に変えることを目指してお
りました。

  2．おかげをもちまして、新型コロナ感染第二波にも
かかわらず、上期は23回開催の予定のところ、



7月より11月末まで20回開催することができまし
た。しかし、新型コロナ感染第三波があり、12月に
入り大阪府からコロナウイルスの蔓延防止のた
め、行動自粛要請がありましたので、12月の例会
は3回臨時休会いたしました。そのため、残念です
が年末恒例のクリスマス会も中止となりました。

  3．下期に入り1月8日から国の第2回緊急事態宣言
が発出されました。このような状況ではいつ頃終
わるか分かりませんでしたので、理事会で緊急事
態宣言下における例会の開催基準についてご検
討いただきました。その結果として、緊急事態宣
言下ではありますが、オンライン（ZOOM）併用と
厳格な感染対策を十分にすることで翌週1月21
日よりの例会の開催を決定頂きました。

1月21日の例会開催では戸田委員長の職業奉仕
フォーラムをはじめとして、1月28日には満村委
員長の親睦委員会の新春落語会が開催できまし
た。そして4月8日まで例会が開催されました。

しかし新型コロナウイルス感染第4波到来により
4月25日から6月20日まで国の第3回緊急事態
宣言が発出されました。ご承知のように大阪府で
は1000人を超える感染者、医療のひっ迫、崩壊
という大変な時期でありましたので6月3日まで
臨時休会といたしました。

  4．その結果、上期は3回、下期は9回、年間合計12
回残念ながら例会を臨時休会となりました。

年間12回の臨時休会を余儀なくされましたが、
その休会の間は会員皆様のつながりを強めるた
め週報号外を発刊しました。そして卓話予定の
方には誌上卓話をお願いして、実に12回の例会

休会中に9回も週報号外を発刊することができま
したのも、皆様のご協力のたまものと感謝いたし
ております。

  5．幹事の最後の挨拶ですのでクラブ会務の報告を
いたします。

まずその第一は地区出向会員の選出は指名委
員会ですることにいたしました。従来は地区出向
会員の選出は会長一任で決められていました
が、これまでクラブメンバーもどなたが地区出向
し、どのような仕事をしておられるのかわからな
いという声が以前からありました。そこで、クラブ
の理事役員指名する指名委員会にその機能を
付与し、直近の理事会に報告することでその選
出の透明性を高め、公表を行うように細則を改
正しました。

  6．その第二はインターアクト委員会の独立化の方
向性であります。従来、社会青少年奉仕委員会か
ら分離独立させて青少年奉仕委員会を作るので
はなく、その内部に青少年奉仕小委員会を作る。

このことは昨年、木村年度の理事会で了承され、
具体的な実施内容についてはクラブ戦略委員会
で審議することとなりました。

これを受けて7月16日のクラブ戦略委員会での
審議により、この小委員会（インターアクト委員
会）を今後の青少年奉仕委員会の受け皿と位置
付け、小委員長を理事会で報告・発表・審議でき
る理事とすること。それに伴い、社会青少年奉仕
委員会の規約および理事定員を14名とするよう
に細則改正を行いました。

  7．その第三は年次総会時期を毎年12月上旬から、
11月上旬に変更し、細則を改正しました。

その理由は、毎年12月上旬の年次総会で次年度
役員の決定では地区及び財団等の補助金申請
が間に合わないためであります。

  8．その第四は事務局の雇用条件の見直しでありま
す。ロータリークラブを維持運営するため、事務
局があり、その人員確保のため雇用が必要であ
ります。雇用すれば、労働基準法が適用されます。

今回、社会保険労務士と辻一夫労務委員長のご
尽力で雇用契約書の作成、出勤台帳、賃金台帳、
有給休暇、賃金水準など全般につき雇用条件の
見直しが行われました。



以上会務につき大きな4つの見直しを行い細則
も3回改正いたしました。

  9．本年度の奉仕活動ですが、

①三世代合同社会奉仕事業（担当 天満橋RC）の
3月28日は中止
　→　図書の贈呈

②成美学寮餅つき支援事業（柳生）は中止
　→　例年どおり支援金10万円と記念品を贈呈

③9月24日には職業奉仕委員会の出前授業が
朝日カルチャーセンターで当クラブの会員講
師による医療講演会の実施

④11月19日には職業奉仕委員会によります移
動例会が開催され、ガバナー事務所の訪問を
行いました。

⑤台湾福齢RC奨学生支援も送金の形で実施

⑥米山奨学生の世話クラブの実施

⑦1月28日には親睦活動小委員会によります新
春落語会に林家染治師匠をお招きして開催い
たしました。

⑧太閤園3ロータリークラブ合同懇親会を3月25
日に満村委員長の企画のマジシャン隼人のマ
ジックショーを実施。

⑨4月8日には社会・青少年奉仕委員会により大
阪市中央急病診療所にN95医療用マスク
（2500枚）を寄贈いたしました。総費用約60万
円のうち半分は地区補助金（約30万円）をつ
かわせていただきました。

このような行事が新型コロナ感染下とはいえ実
施出来たことは、ひとえに会員皆様のご尽力によ

るものと感謝いたしております。

10．そして、今年の職業奉仕委員会の創業記念品は
会員の皆様に「4つのテスト」の額をお渡しいた
しました。

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

ロータリーの会員は「4つのテスト」に照らして行
動すべきものと思います。

11．ところが、2月12日には太閤園が6月30日で閉鎖
されるというマスコミ発表があり大激震が走りま
した。

クラブ内部では動揺もあり、30年近く続いた会場
移転問題につき種々な意見が出ておりましたの
で、3月4日この日は第3回クラブ協議会でした
が、各委員長報告は書面で行うことにして、今回
の協議会を例会場移転問題についての全員の
討議の場としました。協議会終了後続いて臨時
理事会が開催されました。出席理事の慎重審議
の結果、ニューオータニ大阪を「新例会場とす
る」ことに決定いたしました。これにより例会場に
ついては金森年度から辻年度へのバトンタッチ
がスムーズに行われ、次回7月1日は新例会場で
の初例会となりますことは、素晴らしいスタート
になるものと祈念しております。

12．最後になりますが、去年7月2日のスタート時、病
気で動けなかった時金森会長には多大なご迷惑
おかけしました。その後のクラブ運営についてご
指導、ご教示をいただいたお手紙は100通を超
えています。これは私の宝物であります。金森会
長には深く感謝をいたしております。

そして、このコロナ下にも関わりませずご指導、ご
協力いただいた理事・役員の皆様、そして会員の
皆様には心より感謝申し上げ幹事退任挨拶とさ
せていただきます。ありがとうございました。
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金森：最終例会ありがとうございます。

村上：最終例会となりました。この1年間有難うござい
ました。ニコニコ

栗山：太閤園での最終例会ですね。名残惜しいです。

戸田：金森会長、村上幹事お疲れさまでした。有難う
ございました。

辻（義）：金森会長、村上幹事1年間ご苦労様でした。

高島：最終例会というより次年度に向けて頑張りま
しょう。

吉田：ワクチン接種のため早退します。
太閤園の庭園撤去、絶対反対！

早瀬：太閤園の最終例会です。チャーターメンバーと
して30年間お世話になりました。
太閤園の皆様有難うございました。
早退します。

山本：金森会長、村上幹事、理事役員の皆様お疲れさ
までした。

嶽下：最終例会になりました。太閤園さん有難うござ
いました。

下岡：太閤園さん、有難うございました。

北村（讓）：金森会長、村上幹事1年間お疲れさまでした。

前田：太閤園さん、長いお付き合い有難うございました。

村橋：最終例会、太閤園長い間お世話になりました。

植屋：最終例会、太閤園の庭ゆっくり堪能いたしました。

北村（薫）：本日初出席が最終例会。残念です。
色々ご心配有難うございました。

西田：今年度の最終例会を祝して。ニコニコ

村木：太閤園有難うございました。ニコニコ

岡本：太閤園さん、長い間お世話になりました。

満村：最後ですね。太閤園
会長、幹事1年間お疲れさまでした。

杉村：金森会長、村上幹事1年間お疲れさまでした。
太閤園有難うございました。

井本：太閤園有難う。写真撮りまくりました。

上瀬：会長幹事1年間お疲れさまでした。そして太閤
園様有難うございました。

藤本：金森会長、村上幹事1年間お疲れさまでした。

梅原：金森会長、村上幹事1年間お疲れさまでした。
太閤園の皆様、長い間有難うございました。

北口：最終例会ですね。
金森会長、村上幹事1年間お疲れさまでした。

本日合計 : ￥72,000
累　計 : ￥1,141,924

●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 32名 外国ゲスト 0名
 （リモート参加 0名）
欠席者 3名

出席率 91.42 %

太閤園の小笠原さんからご挨拶がありました。

6月24日のメニュー

和食ランチ
松花堂　天麩羅　ちらし寿司　赤出汁　甘味　コーヒー


