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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1126回（本年度 第14回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 10/27 のお知らせ
■三世代クラブ合同例会
　12：30～14：00　ヒルトンホテル

4階　金の間

♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
■創立24周年記念例会
　18：00～　例会
　18：40～　祝宴
　オーキットテラス

本日は、三世代合同例会や祝日による例会日程により、少し早い時期
になりますが、後程、次年度の理事役員を発表致します。

先週の7日から一泊二日の行程にてクラブ社会奉仕活動として、会員
参加者10名にて東日本大震災東北支援奉仕事業に岩手県村立野田
村小学校を訪問し、吹奏楽部のサクソフォーン、クラリネット等の楽器
備品とスポーツ用品を贈呈致しました。

小学校訪問の前に大津波に襲われた海岸線の防潮堤や防災工事現
場を訪れ、復興事業は進んでいるものの大きな傷跡が未だ癒えてい
ない現状を目にして、大震災がもたらした甚大な被害を改めて痛感
致しました。



その後、野田村の小学校を訪問し、野田村小学校安
倍校長、野田村教育員会大﨑教育長と野田村の現状
や小学校の状況について面談し、震災後に児童数が
減少、現在は、全校生徒数が188名となっているが、
子供達は、元気に育っており、生活も安定してきてい
る旨のお話しを伺いました。

そして、体育館にて迎えてくれた180名の児童は、我々
10名に対して感謝の気持と感動を与えてくれました。

ロータリーの奉仕事業には、寄付行為のみによる奉
仕と相手の顔を間近に自分自身が行った奉仕を肌
身で感じる場合があります。全ての奉仕事業の現場
を訪れる事は困難ですが、出来れば、奉仕の現場に
赴き「誰かが誰かに心を尽くす」“Enjoy･Service”を
体感する機会を増やして頂きたいと思います。

2016-17年度第1125回（第13回例会）
幹事報告 (10/13)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■10月13日（木）
本日は次年度理事・役員候補の発表です。

社会・青少年奉仕委員会フォーラムです。
辻 義光社会・青少年奉仕委員長、宜しくお願い致
します。

例会終了後、第5回11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。

■10月20日（木）
創立24周年記念夜例会です。
　例会及び親睦会会場：

太閤園2階　オーキッドテラス
　例　会：18：00～18：30
　親睦会：18：40～21：00

※台北福齢RC様から数名来訪いただきます。

■10月27日（木）
三世代合同例会です。
ホストクラブは大阪天満橋RC
　例会場：ヒルトン大阪
　例会開始時間：12：00

■11月3日（木）は祝日の為、休会です。

地区委員会、その他の報告です。

■三世代クラブ合同奉仕事業
日程：10月15日（土）
集合：ヒルトン大阪ロビー　8：20

■米山奨学委員会カウンセラー対象リクレーション
日程：10月16日（日）　10：00～
会場：宝塚歌劇場
井本カウンセラー宜しくお願い致します。

■米山奨学生によるふれあいスピーチコンテスト
日程：11月5日（土）　10：00～
会場：サニーストンホテル　別館3階　富士の間

2017-18年度 指名委員会による候補者

次々々年度会長
次々年度の幹事
次年度の会計
次年度のSAA

次年度の理事

2016-17年度 指名委員会による指名
木村 眞敏
藤本 淳司
辻　 義光
山本 　肇
早瀬 道圓
辻　 一夫
嶽下 勇治
杉村 雅之
北村 　讓
下岡 陽一郎



社会・青少年奉仕委員会フォーラム　テーブルミーティング

社会・青少年奉仕委員長　辻 義光

地震のような突発的に起こったことに関する支援だけで
なく、持続してできる事業が必要だと考える。郊外のクラ
ブでは、所属の小学校に寄贈するようなことを行うが、
我がクラブは大阪中心部のクラブであるため、地元の小
学校を指定しがたいように考える。

以前は都島地区への支援を行っていたが、現在は社会
奉仕をどこの地域に行っても良いとなっているので、地
域にとらわれる必要はない。以前は島本の虐待児童の
ための乳児院を支援していた。そのような児童は、人の
ぬくもりを求めていることを実感した。

しかし、虐待児の施設は複数のロータリーやライオンズ
クラブが支援しているので、支援してもらうのが当たり
前のようになって金額によって謝意の優劣が出ることも
ある。

障害児の施設への社会奉仕は体力がいるので是非、若
い会員の参加をお願いしたい。但し、重度障害児を野外

テーブルB　　発表担当者　 戸田 佳孝

大阪のクラブなので大阪市内の施設への奉仕事業にし
てはどうか。

三世代クラブ奉仕事業では2年連続で施設の方々をど
こかへ連れて行くという事業内容なので、次年度担当す
る中之島も同じ方向性の事業にした方が良いのではな
いか。

中之島RCクラブと接点のあるところへの奉仕事業の方
が良い。話もしやすく趣旨も伝えやすい。なければ行政
を通じて事業相手を紹介してもらう方法もある。

Aテーブルでは今後の社会奉仕事業について、次の意
見がでましたので、ご報告いたします。

1． 社会問題に対する啓蒙活動
薬物乱用・性の乱れ・エイズ（エイズは国際
ロータリーの目的でもある）

2． 地域に根差した活動　都島区民祭りとの提携

3．市民への相談窓口：各専門職（医者、税理士、弁護
士など）を一つのグループにして対応

4． 献血への支援：呼び込み等

5． 成美学寮支援の強化、充実：先生方の慰労等

6． 姉妹クラブ　台北福齢RCと提携しての事業

7． 講演など文化的な支援事業

など多くの意見がでましたが、会員が常日頃からどの様
な社会奉仕事業が良いか意識して考えておくことで良
いアイデアが出るのではとの事です。

テーブルA　　発表担当者　 藤本 淳司

テーブルD　　発表担当者　 梅原 一樹

・大手前整枝学園に施した内容と同様な奉仕活動を検
討する。

・成美学寮への支援は継続する。

・前年度実施した戦略計画委員会によるアンケートの内
容を反映する。

・清掃活動のような地域密着型の奉仕活動を実施する。

・新たな奉仕活動については市役所等の窓口に相談する。

テーブルC　　発表担当者　 杉村 雅之

に連れ出すことについては「本当に彼らのためになって
いるのだろうか、室内にそっとしてあげていた方が良い
のではないか」と疑問に思うことがある。

子供食堂（親が働いている子供のための）の支援はどう
だろうか？例えば、ある日のニコニコ寄付は全額子供食
堂に寄付するのも良い。子供食堂の後に勉強を教えて
いる人もボランティアなのでその人達の支援も喜ばれる。

子供だけでなく老人施設への支援をした方がそんなに
遠くない自分たちの老後を考え、EnjoyではないがSym-
pathy（共感）serviceになる。

自閉症スペクトラム、いわゆる発達障害者との関わりを
支援する機関も今ではどんどん増えているが、その関わ
りをしていく親御さんのケアや、子ども達との向き合い
方を学べる機関（ペアレントトレーニング）があるにも関
わらず、受講出来るのは一年待ちだとのことである。8歳
までに関わり方を学び、子どもの適応能力を高めること
ができたらその子ども達のその後の人生にかなりの影
響がある。是非、同じ悩みを持つ親御さんにも学びの機
会を与え、一人でも多くの発達障害者の健やかな人生
のお手伝いをしてはどうか？

大和川の河掃除を中之島のトレーナーを着て行うのは
どうか？ロータリーの活動を知ってもらうためにも良い
と考える。

自殺防止のための電話相談はボランティアで行われて
いる。そこに支援するのは時代のニーズに合っていると
思う。



三世代クラブ合同奉仕事業
10月15日（日）、社会福祉法人 児童心理養育施設児童院の子供たちや先生方と漁業体験に行ってきました。

成美学寮でも良いのでは？との考えもあるが中之島RC
で対応可能かがわからない。できるとは思うがクラブと
してやりきる覚悟がいる。

対象は子供だけに限定しなくても良い。ご老人でも良い
と思う。

東日本大震災支援事業は終了するが、台風10号で被害
を受けた岩泉町への支援は続けても良いのでは無いか。

何れの事業にしても長く続けていける事業にするべき
である。



日　時：2016年10月13日（木）　13：40～15：00
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・嶽下・井戸本・西田・木村（佳）・高島・栗山・辻（義）・檜皮・辻（一）・杉村・永井　以上12名（敬称略）

2016-2017 年度 第5回　11月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
今月は3世代クラブ合同奉仕事業、創立24周年記念
例会、合同例会等行事が沢山あります。皆様ご協力あ
りがとうございます。
本日も活発なご意見の交換をよろ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・変更箇所：

・3世代クラブ合同奉仕事業
　日時：10月15日（土）
　集合：ヒルトン大阪ロビー　8：20

・米山奨学委員会スピーチコンテスト
　日時：11月5日（土）　10：00
　場所：サニーストンホテル

・成美学寮慰問（餅つき大会）
　日時：11月26日（土）

2. 台北福鈴RCへの記念品について
贈呈品は、金の盃を5点（予算約29,000円）とする。

3. その他
①クリスマス家族会・夜例会について
会場予定のダイヤモンドホールが17時まで使用し
ている関係上、本年度は、夜例会：6時30分より開始、
クリスマス家族会：7時より開始、10時15分終了予
定となる。
したがって例会場を変更する事を検討する。

②創立25周年記念実行委員会について
11月17日（木）　11：00～（例会前）
実行委員会に藤本会員と栗山会員を追加する。

③グローバルグランド奉仕事業について
前回の理事会において継続協議であった高槻東RC
よりの支援依頼についての案件は議案取り下げと
する。

【審議事項】

1. 3世代クラブ合同社会奉仕事業について（継続協
議事項）
・クラブ負担金として77,000円を支出する。

　⇒［ 承認 ］

2. 大阪中之島ＲＣホームページについて
・株式会社スタジオ：リムよりの見積書の内容（下記）
に沿って制作をする。
Website 作成費用   604,800円（今年度）
年初メンテナンス　　70,000円（次年度以降）
定期メンテナンス　　15,000円/月（今年度より）

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）
本日は長時間にわたって拘束させて頂いて、また理事
会の議論、いつもながら文殊の知恵という事でこれだ
けの理事が集まるといいアイディアが沢山でて、いい
審議をして頂いたと思っております。その事を心より感
謝を申し上げます。

【’16年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
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）

17日（土）

22日（木）

29日（木）

1131

1132

-

1133

-

-

19

20

-

21

-

-

委員会報告

年次総会

12/17に変更

夜例会・クリスマス家族会

休会①

休会②

各委員長　小委員長

（次年度理事・役員決定） 第7回1月度理事会

【’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）10：00～
　会場：サニーストンホテル
VTT事業第1回視察（訪越）
　日程：11/20（日）～11/23（水）
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

地区大会
　日程：12/9（金）・12/10（土）
　会場：国際会議場



ニコニコBOX

村橋：クラブ社会奉仕事業、岩手県野田村小学校支援、
お世話になり有難うございました。

嶽下：ニコニコ

井戸本：東北支援、ご苦労様です。

杉村：本日もよろしくお願いします。

西田：ようやく秋になりましたね。ニコニコ

満村：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：ようやく秋らしくなりました。

金森：結婚記念品をいただいて。46年になります。

下岡：2週連続例会欠席おわび

村上：ようやく秋になりました。ニコニコ

檜皮：東北支援お疲れ様でした。会長、早瀬会員、吉
田会員、温かなお気持ち有難うございました

木村（佳）：ニコニコ

戸田：10月20日の夜例会、東京出張のため欠席しま
す。申し訳ありません。

坂本：ニコニコ

米倉：辻さん、クラブフォーラム楽しみにしています。

名誉会員　前田 隆司 様：来週もよせていただきます。

本日合計 : ￥42,000
累　計 : ￥751,000

13
10

●出席報告
会員数 32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 1名 国内ゲスト 1名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.64 %
9月15日の修正出席率 93.54 %

●メイクアップ
 福田 忠博   9 月  7 日 三世代クラブ懇親会
 山本 　肇   9 月  1 日 会員研修委員会

●本日のゲスト
名誉会員 前田 隆司 様

初めての全敗！
本年度の2660地区ガバナー杯野球大会も、我が中之
島の予定していた5試合がすべて終了致しました。

過去を振り返ってみても、こんなに打てなかった年は無
かった。

全体の試合時間の7割は守っていた感じです。

そして、5戦全敗は初めての経験です。

八尾東RCは別として、流れさえ良ければその他の4チー
ムには勝てていた。と言うより、今までは何度も勝っていた。

昨年から若手の起用も出来てきたし、3～4回くらいは
練習もしたし、僕自身の調子も戸田先生のお陰で完全
に昨年より良かったと言えるのに？

まあ、終わってしまったことは仕方ないから、来年度はこ
んなことは無いように、今後は1か月に1回は練習を重
ねよう！

応援に来て頂いたロータリアンの方々、家族の方々には
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

11月には打ち上げ会も計画しております。

全員の方にアナウンスしますので、是非ご参加の程お願
い申し上げます。

野球同好会 監督 安達昌弘

本日のメニュー

小鉢二種　きのこポン酢　鮭のみぞれ和え
造　り 鯛　かんぱち　まぐろ　妻いろいろ
温　物 あまだいの信州蒸し
 大黒しめじ　もみじ麩　薬味
揚　物 海老フライと鱧のフライ
 万願寺 キャベツ 芋サラダ
 タルタルソース
食　事 鯛めし　香の物
汁　物 赤出汁


