
（ 12月1日）

1132

2016年12月8日

疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

第1132回（本年度 第20回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 12/17 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
■クリスマス家族会
　例会  17：30～  サファイアルーム
　クリスマス会
　　　  18：00～  ダイヤモンドホール

♬SONG : 「我ら中之島」
■年次総会
　次年度理事役員決定
■1月度理事会
　13：40～　サファイアルーム
※次週、12月15日（木）の例会は振り替え
　休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

先週の26日土曜日に奈良県柳生の芳徳寺境内にある成美学寮にて
恒例の社会奉仕事業の餅つきに参加してきました。

成美学寮の前身は、昭和3年に大和青少年道場として開設され、現在
に至るまで、知的障害児の保護育成に尽力されています。

芳徳寺は、徳川家剣術指南役であった柳生新陰流の柳生家一族の
菩提寺でもあり、門前の下には、昭和38年に当時の住職・橋本定芳
氏により開設された剣道と座禅の道場として建造された正木坂剣禅
道場があり、数多くの政治家や文化人、経済人の賛同の元、全国から



2016-17年度第1131回（第19回例会）
幹事報告 (12/1)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■12月1日（木）
本日は各委員会報告です。
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。

資金を集めて建造された。

この道場は、奈良地方裁判所として使用されていた
興福寺別当一乗院の建物を移築したもので、正面入
口は京都所司代の玄関を移築された。座禅と剣道を
一体とした指導が行われており、全日本剣道連盟に
よる全国指導者講習会や、県下の剣道大会の会場に
利用されています。

永年に亘り社会奉仕事業として、成美学寮の支援を
続けていますが、この様な歴史的背景のある処で
行っている事もご承知頂きたいと思います。

当日の報告は、辻社会奉仕委員長から投稿されてい
ますので、ご一読下さい。

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。
　例会  17：30～　太閤園2F サファイヤルーム
　クリスマス家族会　
　　　  18：00～　太閤園3F ダイヤモンドホール

■2017年1月5日（木）の例会は休会と致します。

※2016年12月のロータリ－レートは1米ドル＝106
円です。

地区委員会、その他の報告です。

■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

■第2回クラブ奉仕委員長会議
日時：1月14日（土）　登録13：30～
会場：薬業年金会館　301号室
栗山国際奉仕委員長ご出席よろしくお願いいたし
ます。

■大阪天満橋RC様親睦会お誘いのお知らせ
　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

本日のメニュー

・サーモンとほうれん草のパイ包み焼き
合鴨と茄子のミルフィーユ バルサミコソース

・スズキのポワレとラビオリ ソースナンチュア 温野菜添え
・きのことベーコンのサラダ、コーヒー、パン



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持委員会、例会運営小委員会、親睦活動委員会、
職員奉仕委員会、社会・青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA委員会、会計

クラブ奉仕委員会　西田委員長

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
小委員会そして会員研修小委員会です。今年度は各委
員長、またどの委員会も活発に活動され、お蔭をもちまし
て例会活動もまた例会の雰囲気も良く大阪中之島ロー
タリークラブとして充実していると思います。

これからも今までと同じように、いやそれ以上に例会活
動を充実したものにしたいと考えておりますので皆様方
のご協力宜しくお願いします。

会員増強・維持委員会　檜皮委員長

会員増強におきましては、特効薬はございません。それ
だけに全会員が増強に積極的な参加を促す事にあると
思います。しかし、「会員増強」「クラブの活性化」という課
題はなかなか単年度で実行するのは実に難しい問題で
あり中長期の会員増強計画、クラブの戦略計画をたて、
取り組む必要があると思います。

クラブ組織を継続していくために、次世代リーダーとなる
若年層の会員候補者の発掘に努めるためにも、また会員

例会運営小委員会　井戸本委員長

例会開催時における会員の方々の笑顔が多くなったと
感じています。今後も和やかで楽しい例会運営に努めて
まいります。

12月のガバナー月信の会員数・出席率において報告さ
れた大阪中之島ロータリークラブの出席率が、IM6組に
おいて前月から順位が下がっていました。出席率は
91.92％と前月と変わりませんでしたが、ホームクラブ出
席率79.03％と80％を切り11クラブ中5位となりました。

クラブ活動の原点はホームクラブへの参加です。今後と
もホームクラブ出席率向上のため会員皆様のご協力を
お願いいたします。

従来個別勧誘方式

個人的に強力に勧誘できる

△

△

△

△

△

△

会員増強TASKチーム

衆知を集めることができる

クラブ会員の全員のTASKである

情報が共有できる

相互にアドバイスができる

会員同士の絆が深まる

継続的に可能

新入会員入会後も全員でサポートできる

従来方式（個別勧誘方式）VS会員増強TASKチーム（戦略計画方式）

全員が会員増強にアクションを起こし、意識していただく
ためにも、タスクチームが一丸となり少数精鋭で頑張り
たいと思います。



職員奉仕委員会報告　満村委員長

9月17日（土）に開催された地区勉強会に参加して、各ク
ラブにおける職業奉仕活動について勉強してきました。

多種多彩な活動を見て参考にしたと考えています。当ク
ラブでは、9月29日に移動例会として、早瀬会員の所属
する陽松庵において、座禅体験を実施しました。多数の
会員に参加していただきありがとうございました。又、早
瀬会員には、そうめんの準備をしていただき、大変お世
話になりました。参加していただいた会員の多くから、有
意義であったとの感想を頂きました。

国際奉仕委員会　栗山委員長

VTTプロジェクトに関しては、11月20日より11月23日ま
でベトナムダナン病院に視察旅行に行ってきました。

21日ダナン病院を訪問し、手術室に入り贈呈した鼻内内
視鏡器機を確認しました。また器機贈呈より10カ月で
500例の手術件数が行われたと聞き、手術件数の多さに
驚くとともに、今回のVTTプロジェクトの意義を改めて感
じました。

親睦活動委員会　辻 一夫委員長

前半は特別に報告する活動はございません。ただ、12月
17日に予定しておりますクリスマス家族会の準備に追わ
れています。　

皆さんが楽しめるパーティにしたいと頑張っています。

社会･青少年奉仕委員会　辻 義光委員長

①10月7・8日、東北大震災の最後の奉仕事業として岩
手県九戸郡野田村に村橋会長、杉村幹事含め10名で
訪問。今回野田村小学校に贈呈した楽器を使って、小
学生20数名での演奏を聞かせていただき感動を得ま
した。また6年経ってもまだ復興の途中であると認識し
た訪問でもありました。

②10月15日、三世代合同奉仕事業として、大阪天満橋
RC様幹事の素晴らしいディレクションのもと大阪大手
前RC様、大阪中之島RCで聖家族の児童心理養育施
設児童院の生徒達を、岡田浦漁港の地引網、バーベ
キュウ、関空クルージング、岸和田だんじり会館で奉仕
活動を行いました。

③11月26日、成美学寮餅つき大会を行いました。大阪
天満橋RC様、RACの皆様のご協力のもと、当クラブか
ら13名の参加をいただき、年末恒例の餅つき大会を
実施しました。学寮の生徒達も一緒に餅つきに参加し
て楽しいひと時を過ごさせていただき、これからも継
続して奉仕活動していくことの重要性を再認識した次
第です。

今後の予定は、1月19日に職業奉仕フォーラムがありま
す。昨年の小林委員長と同様に、職業倫理をテーマに意
見交換をしてはどうかと考えていますが、できれば、12月
中に委員会を開いて著邸してみたいと考えています。

それ以外には、職場訪問などの企画を実施できればと
考えています。ご意見がありましたら、委員長まで寄せて
いただければと思います。

またこれから必要な器具等の打ち合わせも行いました。
来年度は必要な手術器具を贈ると共に、今後もこのVTT
プロジェクトを継続していきたいと考えております。

また恒例の台北訪問を来年4月末に予定しておりますの
で、皆様奮ってご参加ください。



SAA委員会　高島委員長

半期を振り返り、特に問題もなく例会運営も格調高く
進行されている。テーブル分けも少しクレームもあるよ
うだが許容範囲のものである。

ニコニコ箱は5ヶ月を終了した時点で100万円を超え、
皆様方のご協力に感謝申し上げます。今後も奉仕活動
の原資であるニコニコ箱にご協力を申し上げます。

12月からテーブルの座席が変わりました。テーブル
ミーティングの開催をお願いいたします。会長、地区出
向者、チャーターメンバーなどをゲストに迎え話を聞く
のも良いかもしれません。また、夜に一献傾けながら会
をするのも良いかもしれません。

国際奉仕委員会　栗山委員長

VTTプロジェクトに関しては、11月20日より11月23日ま
でベトナムダナン病院に視察旅行に行ってきました。

21日ダナン病院を訪問し、手術室に入り贈呈した鼻内内
視鏡器機を確認しました。また器機贈呈より10カ月で
500例の手術件数が行われたと聞き、手術件数の多さに
驚くとともに、今回のVTTプロジェクトの意義を改めて感
じました。

会計　木村 佳弘会計

来年の1月には、下半期の会費の納入をお願いすること
になりますが、1月中に納入していただきますようお願い
します。

また、クラブ会計を支えている、ニコニコ収入については、
11月末で102万円の入金がありました。この金額は昨年

▲お誕生日のお祝い：左より西田 末彦会員・村橋 義晃会長・
　井戸本 泰次会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より栗山 博道会員・村橋 義晃会長

またこれから必要な器具等の打ち合わせも行いました。
来年度は必要な手術器具を贈ると共に、今後もこのVTT
プロジェクトを継続していきたいと考えております。

また恒例の台北訪問を来年4月末に予定しておりますの
で、皆様奮ってご参加ください。

とほぼ同額ですが、昨年は1年間で224万円の入金があ
りましたので、引き続きご協力をお願いいたします。

なお、「大阪中之島基金」と「ポリオ募金箱」についてもよ
ろしくお願いします。



12月1日（木）大阪天満橋RC様の同好会に参加させて頂きました。

大阪ガスクッキングスクールにて二人一組で料理を作り、楽しくいただきました。

大阪天満橋RC様ありがとうございました。

紳士の料理教室 幹事  杉村 雅之

最近外国人の中に流行ってるの話題は日本の永住権が
世界最短の一年になるかもしれませんっていうことで
す。確かな法律条件は来年に明らかになるのですが、ア
メリカがMexicoとのBorderで長い壁を作るのとBrexit
のことに比べると、日本は外国の方に善意を持つのはと
ても感謝しています。言語のバリアーは問題になるかも
しれませんが、日本現在1.5％の外来人口の比率として
は、ちょっと増えるのもいいことになるかも。

すごく細かいところですけど、最近コンピニーで肉まん
を買う時、店員さんは外側の紙がきれいに巻いてくれ
て、びっくりしました。

その一つは台湾では自分でとること、あとは次の客様が
すぐそばにいることです。店員さんはいつも"はい、次、
次"って大変忙しいでした。

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

その時気ついた、日本で気楽に生活できるのは人々の
皆さんが他人に適当な距離と敬意を持って生活してい
るからです。

先週は労働感謝の日でした、アメリカでThanksgivingと
いうの日でした。すごくluckyなことでアメリカから帰日し
てたの先生の家に人生初のThanksgiving partyに参加
することになりました。Thanksgivingの由来は、1620
年、イギリスのピルグリムが信仰の自由のため、
Mayflower号に乗って、アメリカに行って、そこのIndian
の人達がfishingとターキーを飼うことを教えられ、彼ら
は寒い冬に過ごせることになって、今のアメリカ人の先
祖でした。

だいぶ立場は違うけれども、日本の皆さんと全てに誠に
ありがとうございます。井本さんのお世話もとても感謝し
ています。ありがとうございます。





12月4日（日）オリムピックゴルフにて会長杯ゴルフコン
ペを開催致しました。

午前中は絶好の天気でしたが、午後からはあいにくの
雨模様でした。それでも和気藹々と親睦を育めたと思い
ます。

優勝は井本会員！おめでとうございます。

次回の開催は来春の予定です。多くの会員のご参加を
お持ちしています。

大阪中之島ＲＣ会長杯ゴルフコンペ
ゴルフコンペ幹事　西田 末彦

ニコニコBOX

村橋：成美学寮への社会奉仕参加の皆様、有難うご
ざいました。

嶽下：ニコニコ
杉村：本日もよろしくお願いします。
井戸本：大阪城の紅葉が素敵です。
西田：今週月曜日のゴルフコンペ、参加の皆様よろし

くお願いします。
吉田：ニコニコ
早瀬：月初です。ニコニコ
高島：もう12月に突入ですね。
金森：寒さが厳しくなりかけてきました。
小林：成美学寮餅つき大会参加の皆様、ご苦労様で

いた。
私は急用で欠席せざるを得ませんでした。お詫
びします。

辻（一）：12月を迎えることが出来ました。ニコニコです。
下岡：カンボジア、アンコールワットとアンコールトム

を見学してきました。
北村：今年もあと1ヶ月ですね。
村上：月初でニコニコ
木村（眞）：ニコニコ
木村（佳）：ニコニコ
戸田：ニコニコ
坂本：今年も残り1ヶ月となりました。悔いの無いよう

に過ごしたいと思います。
藤本：ニコニコ
米倉：ニコニコ
大阪天満橋RC　仲西 良浩様：

成美学寮事業では大変お世話になり、有難うご
ざいました。

本日合計 : ￥54,000
累　計 : ￥1,080,220

1
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●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 29名 外国ゲスト 1名
欠席者 2名

出席率 93.54 %
11月10日の修正出席率 87.09 %

●メイクアップ
 高島 凱夫 11月  2 日 地区戦略計画委員会

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

戸田会員、テレビ出演予定
2017年1月4日（水）19時から8チャンネルで放送
予定のホンマでっか!?TV正月スペシャル編の堤真
一の人生相談のコーナーで戸田会員が膝関節評論
家として出演します。

お時間が合えば、見て下さい。


