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2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！
2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

（ 6月23日）

YUJI's MONOLOGUE
月 間 テ ー マ（ 6月 ）

ロータリー親睦活動月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2016年6月30日
第1112回（本年度 第47回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「日も風も星も」
:
■最終夜例会 および 下半期新入会員
歓迎会
18：00〜 例会
18：30〜 歓迎会
オーキットテラス

次回 7/7 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 会長・幹事活動方針
村橋会長・杉村幹事

皆さんこんにちは
本日のお客様、徳島ロータリークラブの西野様、
ようこそお越しいた
だきありがとうございます。
ごゆっくりお過ごしください。
先週の金曜日ホテルニューオータニ大阪におきまして、本年度地区
研修委員会が企画いたしました、新入会員を対象としたフレッシュ
ロータリアンフォーラムが開催されました。
基調講演につづき、先輩ロータリアンと新入会員によるパネルディス
カッション。
そして、各テーブルごとでの、食事をしながらの懇談会な
どで、私自身も新鮮な気持ちを受けてきました。我が大阪中之島ロー

タリークラブからは、8名の出席でした。皆様お疲れ
様でした。
会長の時間として、
この1年間、国際ロータリー物語
「奉仕の一世紀」
をご紹介してまいりました。本日で終
わりでございます。皆様方には、読んでほしいと一方
的にお願いしてきたわけですが、たとえ一行でも記
憶に残ることがあれば幸いでございます。
実は、本当はこのポリオ・プラスの次に、
「未来に向け
たロータリーの夢」
を最後にご紹介させて頂く予定で
ありましたが、時間の関係上打ち切りとさせていただ
きます。
この本は、RI100周年を記念して作成されたものです
が、
10年程経過した今、
非常に興味深いものが掲載さ
れています。
本の少しですが、
紹介させて頂きますが
①ロータリーの将来の展望としては、会員増強とプ
ログラムにあるという。
②将来のロータリークラブの人口構成が
「金持ちの
高齢男性」
という固定観念とはちがうものになる。
③奉仕クラブのない、人口5,000人以上の市町村
が米国内に16,000あり、今後は、
アジアや南米
では数百のロータリークラブが新設されるで
しょう。
④ポリオ・プラスの次はなにか。人々に変化をもた
らすものでなければならない。RIが採択しただ
けでは不十分であり、一般のロータリアンの心と
感情を土台したものでなければならない。
皆様、1年間ありがとうございました。

試合大会日
日時：2016年7月2日
（土）
野球部集合時間：13：30
大阪中之島RC応援団集合時間：15：00
■地区よりご連絡がございます。
①2016〜2017年度米山総会及び新規奨学生歓迎
会のご案内
日時：2016年7月3日
（日）
登録受付：16：30〜
総会：17：00〜
懇親会：18：20〜20：30
場所：KKRホテル大阪 3階「銀河」
参加費：ロータリアン 8,000円
現奨学生

3,000円

学友会会員

3,000円

家族、一般

6,000円

②Rotary International District 2660
2016〜2017年度第1回 クラブ国際奉仕委員長会議
日時：2016年7月30日
（土）14：00〜16：00
会場：薬業年金会館 301号
③My Rotaryのロータリーショーケースに大阪中之
島RCが実施しましたヴェトナムでのVTT事業につ
いて掲載されております。是非ご覧ください（My
Rotary 登録に関しては梅原会員、檜皮幹事までご
連絡ください）。
④2017年度アトランタ国際大会
2017年6月10〜14日アメリカ・ジョージア州アトラ
ンタにて開催されます。

幹事報告 (6/23)
2014-15年度第1111回（第46回例会）

場所：ノボテル甲子園

幹事 檜皮 悦子

■6月23日
（木）
は吉田会員の卓話でございます。
「江戸

国際大会は世界中のロータリアンが交流し、国際
色豊かな開会式に震えるような感動、かけがえの
ない貴重な経験と共に素晴らしい思い出を得るこ

期の大坂 水、排水などについて」。

とができます。
そして分科会では国が違えばロータ

13：30より臨時総会がございます。

リー につ いての 考えも違うと思 います。バラエ

■6月30日
（木）夜例会・下半期新入会員歓迎会です。
（会長・幹事退任挨拶）
場所：オーキッドテラス
時間：18：00〜例会
18：30〜懇親会
■全国ロータリークラブ野球甲子園大会は2016年7月
2日
（土）15：30〜と決定しました。対戦クラブは広島
東RCです。沢山の応援1塁側ベンチからお願いいた
します。
前夜祭について
日時：2016年7月1日
（金）
受付：17：00〜
懇親会：18：00〜

ティーに富んだ意見が飛び交う国際大会の分科会
を楽しんで頂きたいと思います。
早割引き登録の申し込みを幹事までご連絡くださ
い。
（2017年5月末までキャンセル可能）
2016年6月23日までに11名のアトランタ国際大会
参加登録が終了しております。
登録料：2016年5月28〜6月6日まで…＄265
12月15日まで…＄340
2017年3月31日まで…＄425
その後国際大会大会まで…＄490
⑤2016年6月ロータリーレートは1米ドル＝110円です。

江戸期の大坂

水、排水など

吉田 了 会員
なっているから支障無いが。
江戸期の大坂の人口は30から40万人で（別紙資料参
照）
そのほとんどは町人であった。
武家は多くとも15,000人程度、1万人もいなかったとの
説もある。一方江戸の人口100万人のうち武家はその
50%を占めていた近世最大の城下町であった。大坂は
人口構成からすれば城下町の規格からはずれている
が、城を中心とした町の形態、武家屋敷や商人・職人
町、寺町などの配置には大坂城を中心とした
「城下町」
が明治維新に至るまで変わることなく続いていた。
江戸期の264年は稀にみる平和な時代が続いた。
戦争は幕府設立時の大坂の陣、明治内戦といえる戊辰
戦争のみである。

豊臣滅亡後徳川秀忠は大坂城再建を諸大名に命じた。
幕府は大坂夏の陣で大坂城を徹底的に破壊し城壁に
いたるまで撤去した。現存する城壁の一部は大阪歯科
大の東、
ドーンセンターの横に僅かに残っているのみで

現在は明治148年、江戸からは400年である。

ある。その破壊した証拠は昭和34・35年の学術調査で

私の生まれた1938年当時、周りの80〜90歳の人は徳

判明した。

川家茂の時代を生きていた。

豊臣期の地表面は海抜25.5ｍ（天守閣40ｍ）、徳川期

今から考えると江戸時代が手の届くところにあった。

の地表面は海抜32.8ｍ（天守閣58ｍ）
で地表面が7.5

近世を江戸時代からと仮定して話を進める。近世大坂

ｍ盛土し、天守閣ははるかに高くして、幕府の威光をみ

は町人の町とか町人の都といわれ、公家の都・京都、武

せつけた。天守閣は2回の落雷による消失で寛文5年

家の都・江戸と共に三都と呼ばれた。
それは秀吉が城下

1665年から昭和6年1931年の再建まで天守台だけで

の低湿地を町割りして、伏見、堺、平野から商人を呼び

あった。復興後54.8ｍとなる。

大坂を商業地とした。徳川もそれを踏襲した結果、米を

大坂城再建のあと幕府は大坂を直轄とし大阪城代が置

はじめ重要な商品は津々浦々からいったん大坂に集め

かれ東西の奉行所を置いた。東町奉行所は現在の大阪

られ市が立てられ値が決まって諸国へ戻された。
［天下

府庁、西町奉行所は東町奉行所の隣にあったが火事で

の貨七分即ち70%は大坂にあり］
と言われたように、大

焼失し享保9年1724年吉宗の時代に大阪商工会議所

坂が全国的な物資流通の中心地の役割をはたし商人

辺りに移転した。市街地は大坂三郷と言われ北組、南

が活躍する町であった。江戸は消費するだけの町で

組、天満組に分かれていた。要は中之島を含む大川、東

あった。

は大坂城、西は木津川、南は道頓堀川の範囲内でだい

その近世大坂では人々はどのような生活をしていたの

たい本町通りを境に北組、南組に分かれていた。
この組

か人間の生活は衣食住が基本であるから、その中で食

は地名では無く行政上の組織でありました。大川、西、東

生活になくてはならない給水、排水はどうであったのか

横堀、長堀に囲まれたところが「船場」、長堀、西、東横

の話をしたい。

堀、道頓堀に囲まれた所が「島之内」
とよばれた。

4月は［母子の健康月間］
でありました。立野ガバナーは

この大坂三郷は市街地の部分だけで基本的には農村

ガバナー月信で述べておられます。

部を含んでいない。純粋な市街地人口が30〜40万人

要は栄養失調や不十分な医療や衛生のせいで亡くなる

であった。

子供が700万人もいると推定される。
そのための具体的

町の組織は大雑把にいって大坂城代・町奉行所・惣年

な活動の一つとして井戸を掘ったり、給水設備の設置を

寄・町年寄・町人となっていた。

行っているとの事。
ロータリーの友には世界の僻地での

町人は町奉行所と町との関係する費用その他の負担す

このような活動事例を時おりみかけます。

なわち公役、町内それぞれに掛かるさまざまな費用負

ただ維持管理はどうなっているのでしょうか。故障して

担即ち町役を受け持っていた。人口30〜40万人の全て

使用不可となったままの状態は無いでしょうか。
日本特

が町人ではなく、10〜15％、3〜6万人が町人でその他

に大阪市の場合365日24時間体制で修理するように

85〜90％、27〜34万人は借家人であった。

勿論大坂にも良い水はあった。四天王寺周辺は名水の
産地で、中でも天王寺の七名水といわれた亀井、逢坂、
玉水、安井、増井、名楢、金龍には多くの人が集まった。
現存は亀井のみ。他は水源が枯れた。他にも聚楽町の
愛宕の水、道頓堀の千日寺、茶屋の秋田屋、天満天神の
4か所は水質良く
「酒に和して美味あり」
といわれた。良
い水があった証拠に近世前期の大坂では酒や醤油など
の醸造業が栄えていた。元禄10年1697年の酒造改め
では大坂の醸造高25.150石、伊丹16.000石、池田
11.000石であるから、大坂のみならず江戸の消費も満
たしていた。近世中期以降は兵庫・灘の発展は著しく大
坂は衰退した。灘は水質良く、
その酒は半年を経過して
借家人は上記の町人が負担する公役、町役を負担する
義務は無く、その代り町人の代表を選ぶ選挙権を持た
なかった。町の数は大坂三郷で例えば1700年元禄13

も味変わらず、澄んでいた。地理的にも生産地即出荷地
であった。
また四斗樽が灘の酒造業者で開発され、樽廻
船が享保15年1730年に成立したことにより、江戸への

年には601町あったという記録が残っている。時代が下

大量、直送が可能になった。

がって明和、天明の頃には北町250、南261、天満109

醤油は嗜好品であって、現在のような需要はなかったが

計620の記録もある。

大坂で生産され江戸の消費の大半を賄っていたとみら

さて、
このような大都会である大坂の上水道、下水道、
ゴ

れる。関東の銚子・野田が台頭するのはもっと後である。

ミ・し尿処理はどんな有様であったか。
日本は水に恵ま

下水道は上水設備と違って必ず都市計画に入ってい

れているから、都市・町作りに当たっては最初から水の

た。大坂の町々の家の裏、背筋に当たるところを下水が

良いところを選んできた。玉川・神田上水、金沢、赤穂と

通っており背割り下水とか太閤下水といった。
この太閤

いった上水道施設を作った例外もあるが、
ほとんどの町

下水に挟まれた約40間（72ｍ）四方の区画が町割りの

は必要なかったのである。大坂は淀川がすぐ近くにあ

基本になっていた。
この下水には生活排水だけを流し

り、近世前期では茶の湯に使うほどきれいであったが中

汚水は流していない。暗渠でなく上部開放式で水路の

期ともなると急速に汚れてきた。人口増、洗濯など生活

幅 は 平 均 2 〜 3 尺（ 6 0 〜 9 0 ㎝ ）、大きいもので 1 間

排水が原因である。

（1.8m）
あり、
この大きな隙間が町と町との境界の役目

町家では淀川や市中の堀川から直接汲み上げ、
また水

も果たした。

船が水を売りに来るのを買っていた。

現存する太閤下水を南大江小学校のすぐ横に見ること

大坂の井戸は
「かなけ」があって、
また海に近いところは

ができる。

「塩分」が混じり飲料水には不適で洗浄用として用いら

大坂は上町台地付近の土地は狭く、その為いやでも淀

れた。廚（台所？）には河川からの飲み水用と井戸から

川の沖積地、砂州地などの低湿地帯を開発する必要に

の水の2瓶があり、井戸水の瓶には蓋がなく河川からの

せまられた。水はけを良くするため、堀を掘って土地を

瓶には蓋が付いていた。

かきあげ、地盤を嵩上し、そのあとの水を堀川に流す。

1990年10月23日付読売新聞は近世大坂の水船関係

土地も増えたが同時にやたらに堀川が増えた。

の資料が見つかったと報じている。

その結果上町台地の東側を軸に東西に主たる町筋が

それによると100艘以上の水船が淀川の水を、現在の

出来、現在の大阪のように南北に大きな通りがある姿で

源八橋と桜銀橋との間で汲み上げ、堀川を走り回って

はなかった。

町民へ飲み水として桶で宅配したとある。
この水だけで

排水は堀川に流した。時代が下がって近世後期になる

は30〜40万人の生活を満足さすことは出来ない。多く

と、
ゴミを堀川に捨てる人が多数居て奉行所からの度重

の町民は市中を縦横に走る堀川や淀川の水を直接に、

なる禁止通達もきかなくなり、水船の通行に支障が出る

あるいは井戸から
（これはお世辞にもうまいとは言えな

ようにもなった。当然水はお世辞にもきれいな水とは言

かったらしいが）水を飲んだ。

えなかったであろう。かなり汚れてきても大坂の町民は

明治28年（1895年）大阪市は淀川を水源として上水道

慣れてしまって気にも留めなかったのである。

を作り飲料水を各戸に送り、20世紀にはほぼ全域に水

享和2年（1802年）江戸から大坂見物にやってきた滝沢

道設備が整った。
これはコレラの流行による衛生管理が

馬琴が書いている物によると
「店、海魚、石塔は良いが

緊急の課題となったからである。水道設備の完成により

ウナギ、料理、飲み水は良くない」
とある。

水屋500余人が失業・廃業した。

好みの問題だと言ってしまえばそれまでである。が、大

十島と名付けた。
また大阪市史編纂所編の「大阪市の

坂に30年住みその後江戸に住んだ「守貞漫稿」
を書い

歴史」によれば大坂は浪速とよばれた。
日本書紀には神

た喜田川守貞自身、江戸、大坂の料理を比較してみると

武天皇が筑紫から大和に移るとき、難波の岬に至り、潮

江戸の方がていねいで上品であるといっている。やはり

の流れの速いところから浪速の国、
または浪華と呼んだ

水の悪いところではうまい料理は無理ではないのか。

という。難波という表現はそのあとであるとしている。

近世の都市にとってゴミ・し尿処理は大きな問題であっ

対して大坂の表現は16世紀に本願寺宗主の蓮如の言

た。町奉行所がゴミ投棄を止めるよう頻繁に触書を出し

葉を伝えた「御文章おふみ」のなかで「そもそもこの在

ているように、特にゴミは町政の重要な課題であった。

所大坂において………」
とあるのが最初である。

それが周辺農家への肥料としてゴミ・し尿が送られて

大阪市はなぜ難波市とならなかったのか。京都より古

いったのは、町の衛生維持に大きな意味を持つていた。
ゴミ溜めに集められ埋められたゴミの堆肥、汲み取りの
し尿、公衆便所としての小便桶これらは全て金銭の対象
となった。年末、
し尿の代金としてお百姓さんが長屋に

い歴史ある難波市、例えば私の住む町、難波市都島区
毛馬町 古代の都 難波 古代海中の五十島であった都
島 与謝蕪村の毛馬 イメージは上々ではないか。

野菜を満載にして持ってくる。長屋の住人とお百姓さん
との受け渡しのやりとりが面白おかしく書かれた文書も
残っている。
このように近世の給水、排水、
ゴミ・し尿処理は同時代の
西洋よりはるかに良好であったという興味ある指摘が
ある。1991年に出されたスーザン・B・ハンレー著「江戸
時代の遺産」によれば、江戸の神田・玉川上水、永代島

甲子園の応援をよろしく！

監督

安達 昌弘

来る7月2日（土）、午後3時30分より阪神甲子園球
場に於きまして、広島東ロータリークラブとの試合

のゴミ処理、大坂のし尿処理システム、
これらはその好

が行われます。

事例である。
しかしうまく行ったが為に日本の給排水シ

野球部の方は、現地に午後1時30分集合。

ステムの近代化が遅れたとも指摘した。

応援に来て頂く方は、現地に午後3時集合です。1塁

幕末・明治に来日した米欧人は国内を旅行して、気持ち

側ベンチから、我ら中之島を応援してください。

良い田園風景と対照的に至る所にある野壺から発する

知人や家族の方、
どなたでもどうぞ！

臭気に悩まされたという。
だがそのヨーロッパの下水道が完成したのは18世紀に
なってからである。中世においては牛馬・犬の汚物と共

本日のメニュー

に、
し尿も川や道路に捨てられ、市中視察する国王が汚
物につまずいて倒れたという記録もある。
きつい香水が
発達したのはそのせいか。
難波の宮の発掘調査は昭和29年にやっと始まった。大
阪歴史博物館によれば、大阪大学の山根徳太郎博士が
偶然手にした瓦から難波の宮の存在を確信し、多くの
困難を乗り越え、昭和29年からの調査にこぎつけその
存在を明らかにした。
それまでは存在場所さえも不明で
あったという。明治以降終戦まで帝国陸軍の用地で立ち
入り禁止であった頃は止むをえないとしても、大阪の
もっとも古い歴史が長い間放置されていたのは残念で
ある。

先

大坂、難波という地は、はるかな古代には地面として存

お造り

たい、すずき、鯵なめろう 妻いろいろ

在していなかった。遠く琵琶湖を源の一つとする淀川と

焼

太刀魚玉蜀黍焼

附 うざく
（うなぎ
物

大和から流れ込む旧大和川が長い歴史の間に土砂を

付け合せ二種

胡瓜

生姜

厚焼玉子

運び、河口に堆積させ、
しだいに地面を広げ出来た土地

温

物

いわし団子蕎麦米餡かけ

である。文字が伝わってきてからも、なおこの摂津難波

食

事

白御飯

の地は地面が増え続けた。難波の地は地面が増え続く

止

椀

赤だし

ということで古代人は不思議がり、河口の多くの洲を八

香の物

美味酢）

染め卸し 茗荷酢

2015-2016年度 Rotary International District 2660
大阪中之島RC

1年のあゆみ

2015年
7月

2日
9日

会長・幹事本年度の方針発表

嶽下会長・檜皮幹事

四大奉仕委員長活動方針 クラブ奉仕委員長：井戸本泰次、職業奉仕委員長：小林俊明、
社会奉仕委員長：安達昌弘、国際奉仕委員長：辻一夫

10日

大阪大手前RCに表敬訪問に参ります。
18：00〜 ホテルノボテルにてロータリー全国親善野球前夜祭開催

11日

全国ロータリー親善野球大会 甲子園にて

16日

大阪大手前RCより中林会長・竹森幹事が来訪されました
クラブ奉仕委員会 クラブフオーラム 井戸本委員長

18日

13：30〜 大阪YMCAにてクラブ米山奨学生委員長、会長エレクト、幹事、
カウンセラー研修会開催
高島会員・福田米山奨学委員長・村橋会長エレクト・栗山カウンセラー・檜皮幹事出席

23日

各小委員会・会計・SAAの活動方針発表
18：00〜 新大阪ワシントンホテルにて睦輪会開催

30日

嶽下会長・檜皮幹事が出席

井戸本会員の卓話
18：00〜 淀川邸にて下岡直前会長・辻直前幹事の慰労会

8月

6日

松川ガバナー補佐訪問日 松川ガバナー補佐・郡ガバナー補佐訪問日
懇談会 オパールルームにて
会員増強・増強委員会辻義光委員長卓話
第一回協議会開催
金森市造会員入会

11日

クラブ広報委員長会議が薬業年金会館にて開催

13日

休会

18日

クラブ国際奉仕委員長会議 辻一夫委員長出席

20日

山本広報委員長出席

社会・青少年奉仕委員会・国際奉仕委員会の合同委員会がホテルニューオータニにて開催
クラブ戦略計画委員会開催第3回理事会開催・第5回9月度理事会開催

22日

第1回クラブ社会奉仕委員長会議開催

安達社会奉仕・青少年委員長出席

大阪薬業会

館にて

9月

27日

高島会員VTT事業についての卓話

29日

地区財団セミナー吉田クラブ財団委員長

30日

大阪中之島RC伏見名誉会員が枚方市長に当選

3日
10日

大阪YMCAにて開催

金森会員自己紹介
木村眞敏会員が北村会員の代理卓話「台湾論」について
第4回10月度理事会開催

12日

大手前整肢学園園外支援事業として須磨海浜水族館

17日

臨時総会（事業・決算） 辻義光副幹事

3世代合同事業として園児を招待

坂本恵会員入会
24日
10月

1日

休会
米山月間

福田米山奨学委員長

姉妹クラブ台北福齢RCより12名来訪

18：00〜 歓迎会「太成閣」にて

第2回クラブ協議会
2〜3日 東北支援人道的国際奉仕事業 姉妹クラブ台北福齢RCより5名・大阪中之島RCより8名参加
8日

11：00〜 SAA委員会開催
社会・青少年奉仕委員会フォーラム 安達社会・青少年奉仕委員長
会員研修小委員会が会員研修
第5回11月度理事会開催

15日

ガバナー公式訪問日
11：20〜「寿の間」にて立野ガバナーと懇親会
ニー・副幹事・幹事出席

高島会員・会長・会長エレクト・会長ノミ

10月 22日

11月

休会

23日

大阪帝国ホテル5階「八重の間」にて三世代クラブ合同例会 ホストクラブ大阪大手前RC

29日

創立夜例会 オーキッドテラスにて

5日

次年度理事役員発表 ロータリー財団月間

吉田クラブ財団委員長

代理卓話：地区財団資金推進四宮委員長
12日

小林会員卓話

19日

木村眞敏会員代理卓話

第6回理事会
21日

国際ロータリー2660地区第6組Intersitu Meeting ercity Meeting
ホストクラブ大阪天満橋RC 「拉致問題から見える日本」

26日

高島会員によるVTT事業に関しての卓話
18：00〜 睦輪会

28日
12月

3日

新ワシントンホテル「紅梅の間」にて会長・幹事が出席

社会奉仕事業として成美学寮餅つき大会
坂本会員の自己紹介
辻国際奉仕委員長よりソウル国際大会のPR

4〜5日
10日

国際ロータリー第2660地区2015〜16年度地区大会

大阪国際会議場にて

年次総会
第7回1月度理事会

12日

VTTヴェトナム支援団の結団式 「湖月」にて

17日

例会変更につき休会

19日

クリスマス家族会

24日

第3回休会日

31日

第4回休会日

SAA委員会・忘年会開催 「アム・アム・ホウ」にて
太閤園「桜苑」にて

2016年
1月

7日

会長・幹事新年のご挨拶

地区出向者の報告

10日

ヴェトナム人道的国際奉仕・VTT奉仕事業支援団第1班訪越 2016年1月10日〜27日まで

11日

ダナン病院にて開会式典

14日

満村会員卓話「法的サービスにおける自助、共助、公助について」
第8回2月理事会開催

2月

21日

職業奉仕フオーラム小林職業奉仕委員長

28日

夜例会

4日

上半期新入会員歓迎会 オーキッドテラスにて

委員会報告
第3回クラブ協議会

6日

第2回クラブ国際奉仕委員長会議

辻一夫国際奉仕委員長・檜皮幹事出席

大阪薬業年

金会館にて
第1回クラブ戦略計画委員会
11日

祭日につき休会

18日

村橋会員卓話

会長・会長エレクト出席

13：30〜 大阪YMCA会館2F

第1回ノミニー理事会
第9回3月理事会
20日

地区財団ロータリー補助金管理セミナー

会長エレクト・会長ノミニー・2016〜2017年

度ロータリー財団委員長・幹事・社会奉仕委員長・国際奉仕委員長
25日

IM6組第4回睦輪会会長・幹事出席

18：30〜 新大阪ワシントンホテルプラザ「桜の間」

国際奉仕委員会クラブフオーラム 辻一夫委員長
27日
3月

3日
10日

米山奨学生終了者終了式

17：00〜 千里阪急ホテル「樹林」

村上会員卓話
永井会員の卓話
代理卓話：成松孝さま
「御堂筋をランドマークに」
第2回ノミニー理事会開催
第10回4月度理事会開催

3月 12日

2016〜17年度地区チーム研修セミナー・会長エレクト研修セミナー・会長エレクト懇親会
12：30〜 大阪国際会議所
「米山感謝祭」 18：00〜 KKR大阪ホテル14F「オリオンの間」

15日

夜例会

17日

例会日変更につい休会

3クラブ合同懇親会 ガーデンホールにて

24日

西田会員卓話
代理卓話：伊藤文敏さまご夫妻「大正琴」
奨学生の歓送会「キートス」にて

31日

岡本会員卓話
代理卓話：木津川計さま
「江戸の芸能と大阪の芸能はどう違うか」

4月

3日

春のお花見屋形船家族会

6日

第27回第2660地区地区ガバナー杯争奪軟式野球懇親会

7日

井戸本会員代理卓話「法律ができるまで」

9日

地区研修・協議会

場所：大阪国際会議場

全10部門

次年度会長・幹事・SAA・クラブ

奉仕、社会奉仕、青少年、国際奉仕、
ロータリー財団、米山奨学委員長、
クラブ研修リーダー
VTT委員会解団式
14日

18：30〜 淀川邸

杉村会員卓話
第3回ノミニー理事会
第11回5月理事会

5月

16日

第2回クラブ社会奉仕委員長会議

21日

高島会員卓話「クラブ戦略計画について」

13：00〜 薬業年金会館601号

22日

姉妹クラブ創立18周年・グローバル補助金による支援事業視察のため訪台 4月22日〜24日

28日

戸田会員卓話「整形外科開業医の職業奉仕」について

5日

祭日につき休会

9日

犬飼会員逝去

12日

檜皮幹事代理卓話「GGによる識字問題支援事業について」
米倉由美会員入会式

13日

クラブ職業奉仕新旧委員長会議

14日

第2回会長ゴルフコンペ

薬業年金会館601号室

21日

青少年奉仕部門正副委員長会議 檜皮幹事・杉村副幹事出席 薬業年金会館601号にて
2016年度規定審議会報告会およびIM編成に関する説明会

19日

大阪YMCAにて

辻義光会員卓話
代理卓話：磯田郁子地区青少年奉仕委員長「ロータリーの青少年部門について」
新旧合同クラブ協議会

24日

IM6組第1回新旧合同会長・幹事「睦輪会」

26日

企業訪問による 移動例会

山田晒染工業（株）

28日〜6月1日 ソウル国際大会
6月

2日

新入会員米倉会員自己紹介
委員会報告

9日

梅原会員卓話「マイ ロータリー」
2016年〜2017年度第1回7月理事会開催

11日

新入会員・米山奨学生歓迎会

12日

2015〜2016年度国際ロータリー第2660地区ローターアクト
「地区リーダーシップ・フ
オーラム新人研修」 12：30〜 大阪市立中央区民センター

16日

山本会員卓話
代理卓話：黒岩将さま
「貧乏博士と中卒の富豪映画・神様はバリにいる」

17日

フレッシュ・ロータリアン・フオーラム 18：00〜 ホテルニューオオタニ

18日

第2660地区会員研修拡大増強セミナー 13：30〜 大阪YMCA 2Fホール

23日

吉田会員卓話

30日

最終例会・下半期新入会員歓迎会
18：00〜 夜例会

嶽下会長・檜皮幹事退任の挨拶

18：30〜 オーキッドテラスにて歓迎会

大阪中之島ロータリークラブ
最終例会・懇親会プログラム
［日時］平成28年6月30日（木）
［開場］太閤園「オーキットテラス」
〈例

6

会〉18：00〜18：30

例会開場

司会進行
SAA 北村

開場点鐘

会

ロータリーソング

ソング委員
木村 眞敏

会長退任挨拶

会

長

幹事退任挨拶

幹

事

井戸本：嶽下さん、檜皮さんニコニコ 吉田さん、頑
張って！

幹事報告

小林：いよいよ今年度も終わりに近づきました。
嶽下会長はじめ、皆様ご苦労様でした。

次年度幹事
杉村 雅之

出席率報告

出席委員

23

ニコニコBOX

嶽下：本日吉田会員の卓話楽しみです。ニコニコ
下岡：ニコニコ
村橋：梅雨の晴れ間にニコニコ
檜皮：吉田会員、本日の卓話よろしくお願いします。

長

早瀬：本日早退のお詫び！

ニコニコ発表

SAA

高島：運転免許高齢者講習会に来ています。

閉会点鐘

会

北村：吉田さん、卓話楽しみです。
村上：吉田さんの卓話楽しみにしています。ニコニコ
戸田：吉田さん、卓話楽しみです。
来週水曜日、2つのテレビ番組に出演します。ニ
コニコ
栗山：ニコニコ
坂本：ニコニコ
米倉：吉田さん、卓話楽しみです。ニコニコ

〈懇

親

33名
6名
2名
24名
7名

出席率
6月2日の修正出席率

●本日のビジター
徳島RC

藤本 淳司

檜皮 悦子

6 月17日

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

長

嶽下 勇治

18：40

開

会

司会進行親睦委員長
西田 末彦

18：41

開会挨拶

親睦副委員長
西田 末彦

18：45

乾

会長エレクト
村橋 義晃

杯

〜 会 食・歓 談 〜

計 : ￥2,184,460

累

●メイクアップ

嶽下 勇治

会〉18：40〜21：00

本日合計 : ￥39,000

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

嶽下 勇治

村上 俊二

吉田：ニコニコ

●出席報告

讓

18：55
1名
0名
0名
0名

77.41 %
87.09 %
西野 武明 様
フレッシュ
ロータリーセミナー

表
彰
・会長賞
・最優秀委員会賞
・ニコニコ大賞（金額・回数）
・ホームクラブ皆出席者
・100％出席者（メイクアップ含む）

19：20

新入会員の紹介と挨拶
紹介者
北村 讓
新入会員 米倉 由美

20：50

閉会挨拶

20：55

手に手つないで
ソング委員

21：00

閉

会

会長エレクト
村橋 義晃
木村 眞敏

