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本日のプログラム

第1115回（本年度 第3回）例会

次回 7/28 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　小委員会委員長活動方針
　高島 SAA
　木村 会計
　井戸本 例会運営小委員長
　檜皮 会員増強・維持小委員長
　辻一夫 親睦活動小委員長
　山本 会員研修小委員長

♬SONG : 「4つのテスト」
●卓話　クラブ奉仕委員会
　　　　クラブフォーラム
　西田 末彦 委員長

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日は、サプライズにて大阪南RCの山本ガバナーノミニーがお越し
くださいました。そして、親クラブであります大阪大手前RCから岡本
会長と瀬尾幹事、大阪堂島RC中島様、沢山のゲストお迎えしておりま
す、後程、岡本会長からご挨拶を頂きます。

卓話の時間では、今年度クラブの奉仕事業の骨格となる活動方針を
五大奉仕委員長から発表して頂きます、宜しくお願い致します。

7月8日に杉村幹事と親クラブである大阪大手前ロータリークラブに
祖父クラブの大阪天満橋RC石田会長、箕村幹事と共に表敬訪問して



まいりました。

例会後には、辻義光社会奉仕委員長と共に三世代合
同社会奉仕事業の打合せを行い、今年度のホスト天
満橋RC山田社会奉仕委員長より事業計画の説明を
受け、基本案について三クラブ合意のもとに計画を
進めていく事になりました。

詳細については、辻社会奉仕委員長からご報告して
頂きます。

そして、天満橋RC石田会長からは、「三世代クラブの
交流をもっと活発にして、合同奉仕事業に留まらず、
同好会や懇親会も一緒にやりましょう」とのお話を頂
き、先ずは、三世代クラブ有志懇親会を天満橋RCの
お世話にて行う予定です、詳細が決まり次第ご案内
致します。

7月9日（土）11時から16時まで、新阪急ホテルにお
いて開催された、国際ロータリー第3ゾーンロータ
リー戦略計画推進セミナーに出席してまいりました。

高島会員の進行により、西日本11地区のDG、GＥ、
AG、地区委員長等、約100名が参加してロータリー
の戦略計画についての講演と他地区リーダーとの
テーブルバズセッション、発表が行われ、地区の地域
性や異なる環境を知る良い機会でありました。

2016-17年度第1114回（第2回例会）
幹事報告 (7/14)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■7月14日（木）
五大奉仕委員長の活動方針の発表です。
西田クラブ奉仕委員長、満村職業奉仕委員長、辻
義光社会・青少年奉仕委員長、岡本青少年担当、
栗山国際奉仕委員長、宜しくお願い致します。

例会後、オパールルームにて第2回8月度理事会を
開催致します。理事役員の皆様、出席のご予定をお
願い致します。

■7月21日（木）
クラブ奉仕委員会フォーラムです。
西田クラブ奉仕委員長宜しくお願い致します。

■7月28日（木）
小委員会活動方針の発表です。
高島SAA、木村会計、井戸本例会運営小委員長、
檜皮会員増強・維持小委員長、辻一夫親睦活動小
委員長、山本会員研修小委員長、宜しくお願い致
します。

同日、嶽下直前会長・檜皮直前幹事　慰労会
場所：淀川邸　18：00～
出席のご予定をお願い致します。

■8月4日（木）
郡 ガバナー補佐の訪問日です。
懇談会：太閤園4F　寿の間　11：30
村橋会長・井戸本会長エレクト・永井幹事エレクト・
高島会員・杉村幹事、出席のご予定をお願い致し
ます。
例会にはブレザー、ネクタイ着用にてお願い致します。

同日、会員増強・維持小委員会卓話がございます。
檜皮会員増強・維持小委員長、宜しくお願い致します。

例会終了後、第1回クラブ協議会を開催致します。

■8月11日（木）
祝日のため例会は休会です。

地区委員会、その他の報告です。

■7月26日（火）IM6組　会長・幹事会（睦輪会）
会場：ヒルトン大阪　18：30

■7月30日（土）第1回クラブ国際奉仕委員長会議
会場：薬業年金会館　14：00
栗山国際奉仕委員長、宜しくお願い致します。

■8月27日（土）地区財団セミナー
会場：YMCA　14：00
檜皮財団ロータリ－財団担当宜しくお願い致します。



2016-17年度

5大奉仕委員長方針

クラブ奉仕委員会活動方針

今年度クラブ奉仕委員長を仰せつかっております西

田です。一年間宜しくお願いします。

ご存知の様にクラブ奉仕委員会には4つの小委員会

があります。会員増強・維持小委員会、例会運営小委

員会、親睦活動小委員会、会員研修小委員会です。今

年度一年間各委員長と連携を密に取り大阪中之島

ロータリークラブ発展の為力を注いでいきたいと

思っております。

よくロータリーではクラブ奉仕委員会の事を会社に

例えれば総務・管理部門だと言われます。それに対し

て職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕各委員

会の事を営業部門だと言われます。私はどちらに片

寄っても良いクラブだとは思いません。営業部門にあ

たる各委員会の活動を活発にし対外的に奉仕活動を

アピールする。その一方でクラブ内を充実させる、そ

のバランスが大事だと思っております。

今年度の村橋会長の大阪中之島ロータリークラブの

テーマは「Enjoy・Service」です。ロータリーを楽しも

う、或いはロータリーライフを楽しもうだと思います。

私は常々ロータリークラブの最大の活動は例会活動

だと思っております。皆さん忙しい中毎週一回、月に

四回集まって同じ時間を共有する、大変素晴らしい事

だと思います。その共有する同じ時間を楽しい時間

に、そして満足感の得られる充実した時間にすること

が重要だと思っております。その例会の時間がつまら

職業奉仕委員会活動方針報告

本年度の職業奉仕委員会の委員長を務めます、満村

和宏です。

職業奉仕の定義は、皆さんわかりにくいと言われてい

ます。今年の4月9日の地区協議会の分科会で、職業

奉仕の定義について説明をして頂き、又、5月13日の

地区主催の新旧職業奉仕委員長合同勉強会でも勉

強してきましたが、未だによく理解できていません。

昨年度、小林委員長が、委員会フォーラムで、職業倫

理についてテーブル毎に話し会いをされ、社訓など

の確認をされました。年次計画書には、一方的行為が

奉仕で、相互的行為がサービスと言うように説明して

いますが、職業奉仕においては、職業を通じて，社会

に奉仕する姿勢は、倫理的に貢献しているのですが、

その結果、相手先や社会から信頼されるという関係

クラブ奉仕委員会 委員長　西田 末彦

職業奉仕委員会 委員長　満村 和宏

ないものならばやがて退会につながってしまいます。

その反対に例会の時間がその人にとって有意義で楽

しいものならば必然的に知り合いを誘う様になり、そ

の結果会員増強につながる事になるものと思いま

す。その様になると良い循環になり中之島ロータリー

が目指すところの地区内での中堅クラブも夢では無く

なると思います。

今年一年間各委員長と力を合わせクラブ発展の為頑

張っていきたいと思っておりますのでご協力宜しくお

願いします。



2016-17年度の活動方針

2016-17年度、大阪中之島RCの社会奉仕委員会の

主たる活動は3つ行います。

1．東北大震災の支援

今年度は岩手県九戸郡野田村への2回目の支

援です。支援金としては地区補助金より40万円、

社会・青少年奉仕委員会 委員長　辻 義光

「すべてのロータリアンは若い人 （々新世代）が抱える

様々なニーズを認識し、彼らの人間的・職業的成長を支

援する義務がある。」（ロータリー章典）とあります。

社会・青少年奉仕委員会
青少年奉仕担当 岡本 啓吾

が出来ていると言われています。これが相互的行為と

言われている一例かと思います。他にも何らかの見返

りのような関係があるのかもしれませんが、これから

勉強していきたいと思います。

さて、本年度の活動方針ですが、私には特段のアイデ

アがありません。従って、前年度の活動方針を引き継

ぐことにしました。来年の1月に予定されている委員

会フォーラムでは、昨年同様に職業倫理などの問題

や職業のあり方などについて検討する機会を設けら

れればと考えています。

出前授業は実施に困難さがあるので、実現は無理か

と思いますが、職場訪問は実施したいと思います。

その1つとして、早瀬会員からご提案頂いているので

すが、陽松庵（池田市伏尾・曹洞宗）にて、移動例会と

して座禅を組み、作務に従事し、早瀬会員にそうめん

をご馳走になるという企画です。具体的に実施の日程

が決まりましたらご案内いたします。

これ以外にも、職業奉仕の企画としてアイデアがあれ

ばご提案頂ければ幸いです。

力不足で、お役に立てないかもしれませんが、この一

年間、勉強しながら頑張っていきますので、ご協力頂

きますようお願いいたします。

台北福齢RC様：20万円、大阪中之島RC：40万

円の合計100万円を計画、支援品目はスポーツ

用、音楽用備品などを贈呈します。

また東北大震災支援は一定の役割が終えたと

判断、今年度で終了と考えています。

今年度は10月7・8日、野田村に行く予定です。最

後の東北支援の機会となりますので、会員多数

の参加をお願いいたします。

2．障がい者福祉施設「成美学寮」への支援

今年度も大阪天満橋RCのローターアクトの皆様

の協力を得て、11月末の土曜日に学寮の寮生と

ともに餅つき大会を行い、楽しいふれあいを行

います。また多数の会員参加を促します。

3．三世代合同社会奉仕事業

今年度は大阪天満橋RC様の幹事役です。

今年度は10月15日（土）に予定しております。

当クラブとしては大阪大手前RC様と協力して素

晴らしい奉仕活動をサポートしていきたいと

思っております。こちらも多数の会員参加をお願

いいたします。

その他、今年に起きた熊本大震災についてもどういっ

た支援ができるかを検討、今年度においてできる支

援があれば速やかに実行する計画です。

また次年度に向けて東北支援に代わる新たな奉仕活

動を検討していきたいと考えております。



（用語の解説）

ローターアクト
18～30才の若者が集まって奉仕プロジェクトと交流活動を

行うクラブで、2週間に1回の集会にて活動を行います。スポ

ンサーとなるロータリークラブ（提唱ロータリークラブ）が支

援を提供しています。

インターアクト
12～18才までの青少年が集まって活動するクラブで、高校

での部活動の一環としておかれる事が一般的です。

ロタキッズ
12才以下の児童対象の青少年プログラム

チームRYLA（約10名）
上級ライラ修了者から選ばれるメンバーで、地区の青少年

活動委員会とともにライラの実行支援・協力を行うチーム。

RYLA（Rotary Youth Leadership Awards）
（14～30才）（2660地区では18～30才　通常は19～30才）

18～30才の若者が集まり、リーダーシップスキルと人格を

養いながらロータリーについて学ぶ集中研修プラグラムで

す。通常3～10日間で、各地区の考えのもと実施されます。

2016-17年度 活動計画書
青少年活動委員会

○活動方針

新たな新世代事業としてロタキッズの試験運営を
試みます。
地域社会の青少年の健全育成、ロータリー活動の
広報またはローターアクト、インターアクトのリー
ダーシップ研修を目的とし開設します。
RYLAセミナーに関しましては、初級、上級の垣根を
なくし参加しやすくして秋、春とも40人程度の受講
生を募集します。
ホストクラブとの連携を強化し登録も人数の少な
いクラブにも配慮した方法で進めます。また、今ま
でのRYLA運営を踏襲せずに無駄を省きます。ただ
活動費を節約するだけでなく新しいことにもチャレ
ンジしていく様にアイデアを出していきます。ホスト
クラブにも配慮し独自色を出していただくためには、
許容のできる範疇で運営をしていただきます。ホス
トクラブが中心になり、チームRYLAと青少年活動委

私たち大阪中之島ロータリークラブでも、2008年に箕

面の勝尾寺にて福田忠博会員を実行委員長とし、ロー

タリアンの登録を521名も頂き、75名の参加者とともに

春のライラを実施した経験があります。

私たち小規模ロータリークラブでは中々手の回らない

分野でありますが、地区より当クラブに得た情報を、正

確かつ的確にお知らせして参ります。

早速ですが、別紙の活動方針と活動計画が発表されて

おりますので、ご参照ください。また、下記にて用語の解

説を引用いたしましたので、あわせてご参照頂ければ

幸いです。

どうぞ1年間、よろしくお願い致します。

員会が、密接にかかわることで有意義な感動を与え
るRYLAセミナーの成功を導きます。
青少年各委員会との連携・交流を強化し将来の
ロータリアンになれるように育成します。
チームRYLAの増強及びレベルアップに取り組みます。
また各クラブへのRYLAセミナー、ロタキッズ、チー
ムRYLAの広報活動を積極的に行います。

○活動計画

青少年活動委員会
2カ月に1回、第3火曜日18時よりガバナー事務所
会議室にて開催。

チームRYLA定例会
毎月、第2木曜日19時30分よりガバナー事務所会
議室にて開催。

秋のRYLAセミナー
ホスト：大阪アーバンロータリークラブ
開催日：10月8日（土）～10月10日（月・祝）
場　所：奈良県内　明日香地区研修所

春のRYLAセミナー
ホスト：池田くれはロータリークラブ
場　所：不死王閣
開催日：5月3日（水・祝）～5月5日（金・祝）



国際奉仕委員会 委員長　栗山 博道

今年度の活動方針・計画・予算

＜活動方針＞

関係委員会等の連携しながら、国際奉仕活動を通

日　時：2016年7月14日（木）　13：40～
場　所：太閤園　2F　オパールルーム
出席者：村橋・嶽下・井戸本・西田・木村（佳）・高島・満村・栗山・辻（義）・檜皮・山本・杉村・永井　以上13名（敬称略）

2016-2017 年度 第2回　8月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
今年度2回目の理事会です。様々な協議事項におき
ましては、皆様のご意見を頂戴し、検討を重ね実行し
ていきたいと考えます。
本日も宜しくお願いします。

【報告事項】

1. 2016年～17年度　年間行事計画について
・10月13日（木）次年度理事・役員発表

・10月27日（木）3世代クラブ合同例会（詳細は後日、

ご案内致します。）

2. 3世代クラブ合同社会奉仕事業について
・ホストクラブ：大阪天満橋RC

・日程：2016年10月15日（土）

・内容：福祉法人 聖家族の家　児童心理養育施設

　　　大阪市立児童院の子供たちと漁業体験

・参加予定人員：子供約36名　先生14名

大阪天満橋RC 約20名

大阪大手前RC・大阪中之島RC 各約

10名～15名

・費用：参加ロータリアン1人8,000円程度

【協議事項】

1. 大阪中之島RCホームページ更新及びメンテナン
スについて
大阪中之島RCの歴史や今までの奉仕活動などを掲載

し、内容と費用のバランスを検討の上、ホームページ

を更新する。

　⇒［ 承認 ］

2. ロータリー財団100周年記念奉仕事業について
ポリオ撲滅の為の募金箱（ワンコインボックス）を例会

場に常設する。

募金額は500円から上限なしとする。

　⇒［ 承認 ］

3. 会員増強の計画について
・1チーム3人のタスクチームを構成する。

・会員候補者などの情報をお互い定期的に確認し情

報を共有しながら競争心をもって実施する。また内

容を書面化し今後の資料とする。

　⇒［ 承認 ］

4. 例会座席の固定について 高島SAA
9月からテーブルメンバーを固定化し、テーブルリー

して、親善と平和を推進していくと云う従来からの

方針を踏襲する。

＜活動計画＞

1．前年度施行したベトナムダナン病院における

VTT支援活動は継続的に実施する。

2．前年に引き続き東日本大震災関連支援（地区補

助金40万円、台北福齢RC20万円、当RC40万

円）を実施する。

3．Taipei Fuling RCと共同で貧困地区支援及び奨

学資金提供を継続的に実施する。

4．Taipei Pailing,Huapeng,Fuling3クラブと共同し

てモンゴルに救急車を寄贈する。



【’16年8月 行事予定】　（会員増強・拡大月間）

【’16年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間）
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）

1120

1121

1122

-

1123

8

9

10

-

11

臨時総会（事業・決算報告）

祝日②

卓話担当：坂本会員

卓話担当：安達会員

前年度事業報告：檜皮会員
前年度会計報告：永井会員
前年度会計監査：下岡会員

卓話担当：藤本会員

第4回10月度理事会
指名委員会開催

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

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1124

1125

1126

1127

12

13

14

15

米山月間

次年度理事・役員発表
社会青少年奉仕委員会フォーラム

創立記念夜例会

三世代合同例会
（大阪天満橋RC主催）

第5回11月度理事会

北村米山奨学担当

辻 義光社会青少年
奉仕委員長

夜例会

米山奨学委員会カウンセラー対象
リクリエーション
　日程：10/16（日）
　会場：宝塚歌劇？
秋のRYLAセミナー
　ホスト：大阪アーバンRC
◆クラブ戦略計画委員会

米山奨学委員会クラブ米山奨学
委員長カウンセラー研修会
　日程：9/3（土）午後
　会場：大阪科学技術センター
第1回クラブ社会奉仕委員長会議
　日程：9/17（土）午後
　会場：薬業年金会館
クラブ青少年奉仕ロータアクト
正副委員長会議
　日程：9/24（土）
　会場：薬業年金会館

【’16年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）

ダーを決め、ロータリーの情報交換などを行い知識の

向上及び親睦を深める。

固定期間は3カ月くらいとする。

　⇒［ 承認 ］

5. 移動例会について 満村職業奉仕委員長
・日程：9月29日（木）

・内容：不死王閣にて座禅を行う

　⇒［ 承認 ］

6. 国際奉仕事業について 栗山国際奉仕委員長
・奉仕事業

グロバール補助金を活用しモンゴルに救急車を寄贈

する。

・提唱及び参加クラブ

台北三世代RC

　（台北陽明RC・台北百齢RC・台北福齢RC）

大阪三世代RC

　（大阪天満橋RC・大阪大手前RC・大阪中之島RC）

※上記以外のRCにも協賛の計画を検討。

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）

第2回8月度理事会、和気あいあいの中でプラス思考
のご意見を頂きました。協議事項すべての項目につ
きましてご承認を頂きまして有難うございました。

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）

1117

-

1118

1119

5

-

6

7

郡 ガバナー補佐訪問日
会員増強・維持小委員会卓話

祝日①

松本ガバナー公式訪問日

第1回クラブ協議会

第3回9月度理事会

会員増強・維持委員会 : 
檜皮委員長

卓話担当：金森会員

地区財団セミナー
　日程：8/27（土）14：00～17：00
　会場：YMCA



ニコニコBOX

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 4名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.64 %
6月23日の修正出席率 93.54 %

14
7

●メイクアップ
藤本 淳司   7 月  1 日 全国ロータリー
  野球大会　前夜祭
満村 和宏   7 月  2 日 全国ロータリー野球大会
梅原 一樹   7 月  2 日 全国ロータリー野球大会
高島 凱夫   6 月18日 地区会員拡大増強セミナー

●本日のビジター
 RI2600地区ガバナーノミニー 大阪南RC
  山本 博史 様
 大阪大手前RC  会長 岡本 雄介 様
 大阪大手前RC  幹事 瀬尾 公一 様
 大阪みおつくしRC 中島 　武 様

本日のメニュー

小鉢一種　茄子とインゲンの胡麻和え

造　り たい　まぐろ　鱧　妻いろいろ

焼　物 いさき玉蜀黍焼　酢取り茗荷　青梅
 おくら　もろへいや　湯葉の和え物

温　物 ひろうす　南瓜　冬瓜　蟹餡かけ

食　事 鯛めし　三つ葉

香の物 二種

止　椀 赤出汁

村橋：山本ガバナーノミニー、大阪大手前岡本会長、
瀬尾幹事をお迎えしてニコニコ
五大奉仕委員長方針、発表よろしくお願いします。

嶽下：ニコニコ

井戸本：ニコニコ

杉村：本日もよろしくお願いします。

満村：ニコニコ

栗山：ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：大阪大手前RC 岡本会長、瀬尾幹事ようこそ！

高島：早く梅雨明け宣言が聞きたいです。

下岡：ニコニコ

村上：早退します。スミマセン

檜皮：大阪大手前岡本会長、瀬尾幹事ようこそお越し
くださいました。
岡本会長には個人的にも大変お世話になって
おります。

戸田：来週水曜日、いつもの「ホンマでっかテレビ」に
出ます。時間があえば見て下さい。

坂本：夏風邪を引いてしまいました。皆様エアコンに
はお気をつけ下さい。ニコニコ

藤本：ニコニコ

米倉：暑すぎますね。ニコニコ

RI2660地区ガバナーノミニー大阪南RC  山本 博史 様：
村橋年度1年間のご成功を祈念申し上げます。

大阪大手前RC  岡本会長・瀬尾幹事：
本日はよろしくお願いします。

大阪みおつくしRC  中島 武 様：
パストガバナー高島様、いつもお手数をおかけ
致します。

本日合計 : ￥59,000
累　計 : ￥145,000


