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第1130回（本年度 第18回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 12/1 のお知らせ

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　R規定情報委員会卓話
　嶽下 勇治 委員長

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員長・小委員長

弘法大師ゆかりの聖地である高野山麓にある学文路に明治43年
（1910年）に開祖尊海上人の発願により開創された「かむろ大師」を
参拝に訪れた際、本堂に掲げられていた言葉に心感じるものあり、私
自身が感じ考えさせられた一部の二つをご紹介させて頂きます。

人が生きている限り、善し悪しの物事が起こるのは避けられない事
かと思いますが、善意悪意の意識が無くとも自分が行った言動所作
振舞によって種が蒔かれ、種から生えた結果は、その種の善し悪しを
正直に現すという意味かと納得した次第です。



蒔けば生え　蒔かねば生えぬ　善し悪しも

人こそ知らぬ　種が正直
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つつし ふか ひと

2016-17年度第1129回（第17回例会）
幹事報告 (11/17)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■11月17日（木）
本日は福田会員の卓話です。宜しくお願い致します。
例会終了後、第6回12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。

■11月24日（木）
ロータリー規定情報委員会卓話です。
嶽下担当宜しくお願い致します。

身口意、身は人の体、口は人の言葉、意は心の動き、
何れも慎み深く健全であれば、健康で爽やかな生き
方に繋がるのかと、自分の生き方を考えさせられた
次第です。

■12月1日（木）
各委員会報告です。
各委員長・小委員長宜しくお願い致します。

■12月8日（木）
年次総会を開催いたします。　
決議案は次年度理事・役員の選任についてです。
欠席無きようお願い致します。
例会終了後、第7回1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。

※クリスマス家族会の為、12月15日（木）の例会は12
月17日（土）に変更致します。
　開始時間：例会17：30～
　　　　　  クリスマス家族会18：00～

地区委員会、その他の報告です。

■VTT事業視察（訪越）
日程：11月20日（日）～11月23日（水）
ご参加の皆様宜しくお願い致します。

■IM6組 会長・幹事会（睦輪会）
日程：11月22日（火）　18：30～
会場：ガスビル食堂

■第1回クラブ広報委員長会議
日程：11月26日（土）　10：00～
会場：薬業年金会館

■成美学寮慰問（餅つき大会）
日程：11月26日（土）　13：00～

■RI2660地区大会
日程：12月9日（金）・10日（土）
会場：大阪国際会議場

■RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
日程：12月9日（金）　18：00～
会場：リーガロイヤルホテル　光琳の間

■大阪天満橋RC様・大阪大手前RC様から親睦会お
誘いのお知らせ
食べ歩き同好会　大川クルージングと紅葉鑑賞
日時：11月25日（金）集合18：15
場所：中之島ラブセントラル
　　  大阪市北区西天満2-1-18
　　  TEL.06-6362-1000
会費：8,000円
主催：大阪大手前RC

■紳士の料理教室
日時：12月1日（木）17：30～
場所：大阪ガスクッキングスクール（ガスビル1F）
　　  大阪市中央区平野町4-1-2
　　  TEL.06-6205-4640
会費：8,000円
主催：大阪天満橋RC



日　時：2016年11月17日（木）　13：40～
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・満村・栗山・辻（義）・檜皮・辻（一）・山本・杉村・永井　以上14名（敬称略）

2016-2017 年度 第6回　12月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
本日の理事会は、理事・役員の皆様全員がご出席頂
いています。
あと1カ月少しで今年度上半期が終了いたしますが、
上半期を締めくる上でもしっかりとした協議をお願い
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：

・成美学寮慰問（餅つき大会）

  日時：11月26日（土）13：00～

2. クリスマス家族会について 辻一夫 親睦活動委員長

皆様の胸に赤いバラを付けて頂く件に関しては交渉

中です。

17時30分：例会

18時00分：クリスマス家族会スタート

会長挨拶（村橋会長）

乾杯の発声（辻一夫親睦活動委員長）

19時00分：演奏・Mr.オクチ　手品ショー

20時00分：ビンゴゲーム（賞品は大人用と子供用

分けて、トータル100個ほど予定）

4. その他

・新入会員候補者について（檜皮会員増強・維持委員長）

・次年度三世代合同社会奉仕事業について（井戸本

会長エレクト）

・候補予定：社会福祉法人 大阪水上隣保館

　　　　　11月24日（木）先方へ訪問予定

・大阪中之島ロータリークラブ創立25周年記念事業

について
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新

※あくまでもクラブからの推薦であり決定ではありません。

枚方の歴史

福田 忠博 会員

本日のメニュー

小　鉢 蟹味噌豆腐　蟹身　袱紗胡瓜　蟹酢
向う付 鯛　ボタン海老　妻一式
温　物 豚角煮　大根　温泉玉子　紅葉人参　青梗菜
 小口葱　和からし
強　肴 縞ほっけ　蟹焼売　じゃが芋さらだ
 大根卸　しらす　ライム　茄子金平
食　事 ゆかり御飯　香の物
汁　物 赤出汁枚方の歴史についての話をされました。

20時30分：閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）

21時00分：記念撮影

21時15分：解散

3. 2017年～18年度　RI2660地区委員会出向者推
薦について 村橋会長



【’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

【’17年１月 行事予定】　（職業奉仕月間）
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

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

-

1134

1135

1136

-

22

23

24

休会③

会長、幹事新年の挨拶

職業奉仕委員会クラブフォーラム

上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会

村橋会長、杉村幹事

満村職業奉仕委員長

夜例会

第2回クラブ国際奉仕委員長会議
　日程：1/14（土）
　会場：薬業年金会館
◆クラブ戦略計画委員会

地区大会
　日程：12/9（金）・12/10（土）
　会場：国際会議場

【審議事項】

1. 成美学寮慰問について 辻義光 社会奉仕委員長

参会者：大阪天満橋RC　1名

ローターアクトクラブ　5名

当クラブ　13名

懇親会：当日終了後　料金＠3,500円

費用は社会・青少年奉仕委員会の予算より支出する。

　⇒［ 承認 ］

2. 大阪中之島ロータリ－クラブ創立25周年記念式
典について 高島会員

日時：2017年10月21日（土）　16：30～

会場：太閤園3F　ダイヤモンドホール　他

内容：①記念式典

②基調講演：当クラブの名誉会員である白坂

琢磨氏に依頼

③祝宴

来賓予定：2017-18年度RI2660地区役員他、IM6組

ガバナー補佐、IM6組ガバナー補佐エレクト

大阪天満橋RC・大阪大手前RC有志　

台北福齢RC（約25名）

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）

私、普段使わせて頂いております、大阪で190年続い
ています割烹料理「とんぼ」のご主人の話をさせて頂
きますが、石版に『創業成り易く、守成成り難し』と書か
れてます。これは、物事、始める時は簡単だけど、続け
る事は大変難しいという意味です。

大阪中之島ロータリークラブ25周年記念事業におい
ても大いに議論し、皆様の良いお知恵を頂いて、否定
的に考えるのではなくて、我々が目指しているロータ
リークラブの中でも中堅クラブという、これが一つの柱
になると信じておりますので、次回理事会で、少し骨子
まとまったものを起こしたいと思いますので、是非、い
いお知恵をお借りして成就できるようにして頂ければ
と心よりお願いしたいと思います。

本日はありがとうございました。

【’17年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）
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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

1137

1138

1139

1140

25

26

27

28 国際奉仕委員会クラブフォーラム

第3回クラブ協議会

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

卓話担当：安達会員

卓話担当：早瀬会員

卓話担当：檜皮会員

栗山国際奉仕委員長

地区財団補助金管理セミナー
　日程：2/4（土）14：00～17：00
　会場：YMCA
IM5組ロータリーデー
　（ホスト：梅田東RC）
　日程：2/18（土）
IM2組ロータリーデー
　（ホスト：高槻西RC）
　日程：2/25（土）
◆IM6組会長・幹事会
　日程：2/28（火）18：30～
　会場：ヒルトン大阪



ニコニコBOX

村橋：福田さん、本日の卓話楽しみにしています。

嶽下：福田さん、卓話楽しみです。ニコニコ

杉村：本日もよろしくお願いします。

井戸本：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

高島：3週間ぶりの例会です。

小林：寒くなりました。風邪を引かないように

下岡：ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

村上：誕生日祝いの果物と、結婚記念のお花を頂き有

難うございました。ニコニコ

戸田：福田さん、卓話楽しみにしています。

藤本：ニコニコ

米倉：福田さん、卓話楽しみです。ニコニコ

東北支援事業の参加者より残金

本日合計 : ￥38,220
累　計 : ￥990,220

17
11

●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 0名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 87.09 %
10月20日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
 井本 万尋 10月16日 米山奨学生レクリエーション
 満村 和宏 10月16日 ガバナー杯野球
 梅原 一樹 10月16日 ガバナー杯野球
 下岡 陽一郎 10月15日 三世代奉仕事業
 辻　 義光 10月15日 三世代奉仕事業
 戸田 佳孝 10月17日 大阪東淀ちゃやまちRC

日　時：2016年11月17日（木）　11：00～11：40
場　所：太閤園　2F
出席者：高島・村橋・井戸本・福田・栗山・永井・井本・藤本・杉村　以上9名（敬称略）

大阪中之島ロータリ－クラブ２５周年記念事業実行委員会　打ち合わせ記録

【協議事項】

1. 創立25周年記念事業の概略説明

2. 記念式典・基調講演・祝宴について

・日　　時：2017年10月21日（土）　16：30～

・会　　場：太閤園3F　ダイヤモンドホール　他

・内　　容：①記念式典

②基調講演：当クラブの名誉会員である

白坂琢磨氏に依頼

③祝　　宴

・来賓予定：2017-18年度RI2006地区役員他、IM6組

ガバナー補佐、IM6組ガバナー補佐エレ

クト・大阪天満橋RC・大阪大手前RC有志

台北福齢RC（25名）

以上の事項を2016年11月17日の理事会にて上程する。


