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会員増強・新クラブ結成推進月間
月間テーマ（8月）

第1119回（本年度 第7回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 9/1 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　
　坂本 恵 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
■松本進也ガバナー公式訪問日
●卓話　
　松本 進也 ガバナー
■ガバナーとの懇談会
　11：30～　寿の間

本日は、久々に辻一夫会員が元気なお姿で出席され嬉しく思います。
クラブにとって、会員が健康で元気な姿でおられる事が掛け替えのな
い慶びであります。

そして、今年のオリンピックでは、日本のメダルラッシュが続き、選手
の活躍する姿に感動と勇気を与えて貰いました。

我々ロータリアンも勇気をもって変化に対応していくことが大切だと
思います。

8月は、会員増強月間です。前回に続いて会員増強タスクチームにつ
いて、重ねてお話させて頂きます。



早々に10名のタスクチームリーダーを決めて頂き、こ
れから活動を展開して頂く事になりますが、会員増強
活動を通じて、チームメンバーとの新たな交流と信頼
関係が生れることにもなるでしょう。

この活動は、全会員が会員増強の活動を忘れず継続
的に続けていく為のツールです。皆様のご理解とご
協力をお願い致します。

戦略計画委員会について少しお話し致します。

この委員会は、地区にもクラブにも必要です。戦略計
画の目的は、地区やクラブの将来に向けたビジョン
を描き、それに添った目標と計画を立てることです。

その為には、単年度を超えた長期的、且つ、継続的な
視点に立った考え方と活動が必要です。

これからは、クラブ戦略計画委員会において協議した
内容を皆様に逐次報告し、どの様な活動をする為の
委員会なのか理解して頂き、会員の皆様にもクラブの
将来について一緒に考えて頂きたいと思っています。

2016-17年度第1118回（第6回例会）
幹事報告 (8/18)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■8月18日（木）
本日は金森会員の卓話です。
宜しくお願い致します。
第3回9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。

■8月25日（木）
松本ガバナー公式訪問日です。
懇談会：太閤園4F　寿の間　時間11：30
村橋会長、井戸本会長エレクト、永井次年度幹事、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、クラブ戦略計画委員会を開催致します。
太閤園4F　寿の間　時間：13：40
委員の皆様、出席のご予定をお願い致します。

■9月1日（木）
坂本会員の卓話です。

ご準備宜しくお願い致します。

■9月8日（木）
藤本会員の卓話です。（安達会員の卓話の変更）
ご準備宜しくお願い致します。

同日、第4回10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。

理事会後、指名委員会を開催致します。

※本日、今年度地区大会のご案内をポスティングして
います。ご確認くださいますようお願い致します。
また、当日は全員参加で望みたいと思います。
宜しくお願い致します。

地区委員会、その他の報告です。

■地区財団セミナー
日時：8月27日（木）　14：00～
会場：YMCA
檜皮財団ロータリ－財団担当、ご出席の予定をお
願い致します。

■クラブ米山奨学委員長・幹事・米山奨学生カウンセ
ラー研修会
日時：9月3日（土）　13：00～
会場：大阪科学技術センター　8階中ホール
井本米山奨学生カウンセラー、出席のご予定をお
願い致します。

■3世代クラブ有志懇親会
日時：9月7日（水）　18：30～
会場：中央電気倶楽部 B1F　えれき亭
会費：7,000円
※会長・幹事・理事役員及び有志の皆様のご参加
お願い致します。

■第1回クラブ社会奉仕委員長会議
日時：9月17日（土）
会場：薬業年金会館
※辻 義光社会・青少年委員長、ご出席の予定をお
願いいたします。

久しぶりに例会に出席された辻一夫会員のご挨拶

本日のメニュー

・サーモンのタタキ レフォールメレンゲ添え
小海老と野菜のマリネ

・牛フィレ肉のステーキ 温野菜添え 和風ソース
・チーズとハムのメキシカンサラダ、コーヒー、パン



くずはロータリーに入会したのは、昭和61年3月12日で
す。以来昨年1月まで29年間在籍していました。その間、
各種委員長、SAA、幹事、設立30周年度会長として記念
式典を盛大に執り行わせていただきました。そしてIM3
組のガバナー補佐をさせて頂きました。私は、自分の人
生後半の公私にわたる生き様はロータリーの会務を通
じて得た結果今があるのだと感謝しています。

本日、そのような観点から私の勝手なロータリーの思い
を述べさせていただきます。

まず、例会についてです。

私にとって、毎週例会に出席することは、3つの健康確認
とそのことに感謝することです。

3つの健康確認とは、

①自分と家族の健康確認です。

②職場の健康確認です。

③社会の健康確認です。

この3つの健康が維持されて例会に出席できるのです。
そのことに感謝です。

そして、例会終了後に

「来週　またお会いしましょう、お元気で！」

と再会を祈ることです。

次に、各種の会議、年次計画、被選理事会などの準備、
進行などを学べば、どのような会合にもその手法が通じ
るということです。

各種役員の任期が1年というのも、納得できる制度です。

ロータリーのバッジをつけているから、滅多に近寄れな
い人ともお話しできることです。

会員卓話により、普段聞けない業種の内輪話とか、業界
の生の声が聴けるということにより自分の視野が拡がる
ことです。

そこで、最近の歯科医分野のことちょっとお話ししま
しょう。

介護現場でのお口の現状
私にとっての歯の手入れの考え
広めた！「歯の介護」という認識

ロータリーで学んだこと

金森 市造 会員

日　時：2016年8月18日（木）　13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・井戸本・西田・木村（佳）・辻（義）・檜皮・辻（一）・山本・杉村・永井　以上10名（敬称略）

2016-2017 年度 第3回　9月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
本日も報告、協議事項が多数あります。宜しくお願い
致します。

【報告事項】

1. 2016年～17年度　年間行事計画について

・追加事項：松本ガバナー懇談会
　8月25日（木）11：30～
　太閤園4F　寿の間

クラブ戦略計画委員会
　8月25日（木）13：40～
　太閤園4F　寿の間

移動例会
　9月29日（木）11：00～
　陽松庵　　　

・変更箇所：9月8日（木）卓話担当者
　安達会員から藤本会員へ変更

2. 移動例会について

・日時：2016年9月29日（木）11：00～

・場所：池田市吉田179　「陽松庵」

※駐車場、服装等については今後案内する。

3. 東北大震災支援プロジェクトについて
・日程：10月7日（金）～10月8日（土）の2日間。

・伊丹空港AM7：00出発→AM8：30岩手着
13：30学校着。15：30終了予定→ホテルに移動

・10月8日三沢空港より帰路16：30大阪着

・現在の参加予定者は13名。

4. ３世代クラブ合同社会奉仕事業について

・日程：10月15日（土）

・内容：社会福祉法人 児童心理養育施設児童院の子
供たち36名、先生14名と漁業体験。

※次年度は当クラブがホストなので、どの様な奉仕事
業を施すか今から考察すべきである。

5. モンゴルへの救急車寄贈について

寄贈救急車候補車種（新古車）として、寄贈先のモン
ゴルでのメンテナンスも可能な2車種（ハイエース、又
は、ランドクルーザー）の概算費用比較表に基づいて
検討する。
代表提唱クラブである台北福齢RCと連携しながら準
備を進める。

6. ホームページ更新について

内容、費用等について現在検討中であるので、サンプ
ルが出来次第理事会に上程する。

【協議事項】

1. クリスマス家族会について

・予算（案）の上程

・日程：2016年12月17日（土）

・会場：太閤園3F　ダイヤモンドホール

・コンセプト：家族、子供のみならず、会員自身も大い
に楽しめる会

・ドレスコード：男性　スーツ・胸ポケットにバラの花
女性　華やかにドレスアップ

・アクティビティ：ミスターオクチによるマジックショー、
ビンゴゲーム、演奏、歌

・装飾：卓上の花、バルーン　他

・お土産：フルーツ

・飲食：前年度同様
　⇒［ 承認 ］

2. ロータリー財団100周年記念シンポジウム公共イ
メージ向上協力金について
当クラブより協力金8,000円を支出する。（会員数32
名×250円）
　⇒［ 承認 ］

3. メークアップの要件について
クラブの定款・細則の整備を中長期的に検討していく
必要がある。
　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）

お疲れ様で御座いました。盆休み、夏休みで、大いに
皆さん鋭気を養うはずの日々が、たまたまオリンピッ
クの開催と重なり、しかも夜から始まり朝まである、
ひょっとしたら少しも鋭気を養えなかった方もおられ
ると思います。

これから鋭気を養ったつもりで頑張って頂きたいと思
います。

本日第3回理事会村橋年度になって、和気あいあい
ニコニコしながら議論が出来るようになりました。大
変すばらしい理事会だと思います。



【’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

移動例会：陽松庵

卓話担当：坂本会員

卓話担当：藤本会員

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

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

東北野田村奉仕事業
　日程：10/7（金）～10/8（土）
秋のRYLAセミナー
　日程：10/8（土）～10/10（月）
　ホスト：大阪アーバンRC
３世代クラブ合同奉仕事業
　日程：10/15（土）
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？

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）

開会の挨拶（村橋会長）
本日も報告、協議事項が多数あります。宜しくお願い
致します。

【報告事項】

1. 2016年～17年度　年間行事計画について

・追加事項：松本ガバナー懇談会
　8月25日（木）11：30～
　太閤園4F　寿の間

クラブ戦略計画委員会
　8月25日（木）13：40～
　太閤園4F　寿の間

移動例会
　9月29日（木）11：00～
　陽松庵　　　

・変更箇所：9月8日（木）卓話担当者
　安達会員から藤本会員へ変更

2. 移動例会について

・日時：2016年9月29日（木）11：00～

・場所：池田市吉田179　「陽松庵」

※駐車場、服装等については今後案内する。

3. 東北大震災支援プロジェクトについて
・日程：10月7日（金）～10月8日（土）の2日間。

・伊丹空港AM7：00出発→AM8：30岩手着
13：30学校着。15：30終了予定→ホテルに移動

・10月8日三沢空港より帰路16：30大阪着

・現在の参加予定者は13名。

4. ３世代クラブ合同社会奉仕事業について

・日程：10月15日（土）

・内容：社会福祉法人 児童心理養育施設児童院の子
供たち36名、先生14名と漁業体験。

※次年度は当クラブがホストなので、どの様な奉仕事
業を施すか今から考察すべきである。

5. モンゴルへの救急車寄贈について

寄贈救急車候補車種（新古車）として、寄贈先のモン
ゴルでのメンテナンスも可能な2車種（ハイエース、又
は、ランドクルーザー）の概算費用比較表に基づいて
検討する。
代表提唱クラブである台北福齢RCと連携しながら準
備を進める。

6. ホームページ更新について

内容、費用等について現在検討中であるので、サンプ
ルが出来次第理事会に上程する。

【協議事項】

1. クリスマス家族会について

・予算（案）の上程

・日程：2016年12月17日（土）

・会場：太閤園3F　ダイヤモンドホール

・コンセプト：家族、子供のみならず、会員自身も大い
に楽しめる会

・ドレスコード：男性　スーツ・胸ポケットにバラの花
女性　華やかにドレスアップ

・アクティビティ：ミスターオクチによるマジックショー、
ビンゴゲーム、演奏、歌

・装飾：卓上の花、バルーン　他

・お土産：フルーツ

・飲食：前年度同様
　⇒［ 承認 ］

2. ロータリー財団100周年記念シンポジウム公共イ
メージ向上協力金について
当クラブより協力金8,000円を支出する。（会員数32
名×250円）
　⇒［ 承認 ］

3. メークアップの要件について
クラブの定款・細則の整備を中長期的に検討していく
必要がある。
　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）

お疲れ様で御座いました。盆休み、夏休みで、大いに
皆さん鋭気を養うはずの日々が、たまたまオリンピッ
クの開催と重なり、しかも夜から始まり朝まである、
ひょっとしたら少しも鋭気を養えなかった方もおられ
ると思います。

これから鋭気を養ったつもりで頑張って頂きたいと思
います。

本日第3回理事会村橋年度になって、和気あいあい
ニコニコしながら議論が出来るようになりました。大
変すばらしい理事会だと思います。



大阪淀川RCより末松会長と山口幹事が
お見えになりました。

【’16年１１月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
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

3日（木）

10日（木）

17日（木）

24日（木）

-

1128

1129

1130

-

16

17

18

祝日③

ロータリー財団委員長卓話

ロータリー規定・情報委員会卓話

第2回クラブ協議会

第6回12月度理事会

檜皮R財団担当

卓話担当：福田会員

Ｒ規定・情報担当：
嶽下会員

米山奨学委員会 スピーチ
コンテスト
　日程：11/5（土）
　会場：未定
◆IM6組会長・幹事会
　日程：11/22（火）18：30～
　会場：ガスビル食堂
広報委員会 第1回クラブ広報
委員長会議
　日程：11/26（土）午前
　会場：薬業年金会館
◆成美寮もちつき大会

8月21日（日）に、金森会員の瑞寶雙光章受賞祝賀会が
開催されました。おめでとうございます。

金森市造氏 瑞寶雙光章受賞祝賀会

大阪中之島RCのクラブ目標「地区内で中堅をめざす」に相応しい、また将来リーダーとなられる会員獲得を会
員の方と分かち合いたいと思います。ご協力宜しくお願いいたします。

栗山  博道

満村  和宏

村橋  義晃

○

Eチーム

村上  俊二

永井  俊行

西田  末彦

○

Fチーム

岡本  啓吾

下岡  陽一郎

坂本  　恵○

Gチーム

杉村  雅之

高島  凱夫

嶽下  勇治

○

Hチーム

戸田  佳孝

辻　  義光

梅原  一樹

○

Iチーム

辻　  一夫

山本  　肇

米倉  由美

吉田  　了○

Jチーム

会員増強最強TASKチームリーダー決定 会員増強・維持小委員会

8月18日（木）に例会時にて会員増強最強TASKチー
ムリーダーのお名前が発表されました。ご協力有り
難うございました。

リーダーの方々は2か月後の10月20日（木）に各
チーム：3～4名の会員増強進捗状況の集計を取ら
れ檜皮まで提出をお願いいたします。

　携帯：090-3038-4670
　e-mail：tanabata@nike.eonet.ne.jp　
　Fax：072-922-2720

集計により会員の皆様方の会員増強進捗状況につ
いて会員増強・維持委員会はリーダーの方々と共に
委員会を開催したいと思います。

安達  昌弘

藤本  淳司

福田  忠博

○

Aチーム

早瀬  道圓

檜皮  悦子

井戸本  泰次○

Bチーム

井本  万尋

金森  市造

木村  眞敏

○

Cチーム

木村  佳弘

北村  　譲

小林  俊明○

Dチーム



ニコニコBOX

村橋：久々の辻一夫会員のお顔を拝見してニコニコ
金森さん、卓話楽しみです。

井戸本：鋭気養い盆明け例会、笑顔で再会ニコニコ
杉村：金森会員、卓話よろしくお願いします。楽しみに

しています。
西田：昨日の夕方、初めての内孫が誕生しました。元

気な男の子です。ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：1週間生きていたのでニコニコ
高島：本日は心機能検査のため病院です。副SAAの皆

様よろしく！！
金森：卓話させていただく喜びに
小林：高校野球やオリンピック、眠れない夜が続きま

した。
辻（一）：この度は妻のことにつきまして御厚情、心か

ら感謝申し上げます。
下岡：ニコニコ
北村：辻一夫さん、久しぶりにお会いできて嬉しいです。
村上：金森会員、卓話楽しみにしています。
檜皮：金森会員、本日の卓話楽しみにしております。
木村（眞）：ニコニコ
木村（佳）：ニコニコ
戸田：金森会員、卓話楽しみです。

辻一夫さんに久々に会えて嬉しいです。
井本：いつまでも暑さが続きますが、皆さん体調に気

をつけて下さい。ニコニコ
米倉：金森さんの卓話楽しみです。ニコニコ
大阪淀川RC　末松会長・山口幹事：

大阪淀川RCの会長末松です。幹事の山田と
メークアップに参りました。
よろしくお願いします。

本日合計 : ￥57,000
累　計 : ￥305,000

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2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 %
7月21日の修正出席率 87.09 %
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●メイクアップ
北村 　讓   7 月21日 SAA委員会
木村 佳弘   7 月21日 SAA委員会
永井 俊行   7 月21日 SAA委員会

●本日のビジター
大阪淀川RC会長 末松 大幸 様
大阪淀川RC幹事 山口 雅弘 様

西田会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

井戸本会員がポールハリスソサエティ
（1年に1000ドル以上寄付）に入会されました。

Congratulations!


