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2016年12月17日

疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

第1133回（本年度 第21回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 1/12 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■新年初例会
■卓話　会長・幹事年頭挨拶
　村橋 義晃 会長
　杉村 雅之 幹事

♬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
※次週12月22日（木）、次次週29日（木）、
　及び来年1月5日（木）の例会は休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

先週のクラブゴルフコンペでは、ゴルフ場のお世話を頂いた戸田会
員に改めてお礼申し上げます。又、幹事役として賞品のお世話等をし
て下さった西田会員に感謝致します。

当日は、午後の悪天候の中、井本会員が見事に優勝されました。おめ
でとうございます。事故怪我無く楽しくプレーを終えられ、参加頂いた
会員と御家族の方々に感謝申し上げます。

さて、ロータリーの次年度準備が始まる時期になってまいりました。地
区やクラブにおいても新年度を前に次年度の為に活動を進めていき



2016-17年度第1132回（第20回例会）
幹事報告 (12/8)

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8日（木）
本日は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。
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

ます。本日も次年度の理事役員予定者による準備打
合せが行われ、次年度に向け準備が本格化してまい
りました。

地区では、ガバナーエレクトが1月の国際協議会から
帰国されてから、3月11日には、次年度のクラブ会長
を対象にPETS（会長エレクト研修セミナー）地区チー
ム研修セミナーでは、次年度の地区委員会活動方針
等のセミナーを開催、4月15日には、地区研修協議会
が開催され、地区とクラブとの各委員会活動の連携
強化を図り、新年度に向けた準備を進めていきます。

毎年この様な準備を経て、RI・地区・クラブが連携し
て、ロータリー活動が形造られていきます。

我々のクラブにおいても次年度のスタートに向けて、
会員の皆様と共に準備を進めて参りたいと思ってお
ります。

　クリスマス家族会　
　　　  受付18：00　開始18：30
　　　  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。

■2017年1月12日（木）
新年初例会です。村橋会長・杉村幹事が新年のご
挨拶を申し上げます。

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。

栗山国際奉仕委員長がVTTプロジェクトにおける
ベトナムダナン病院への視察旅行の報告をされました



日　時：2016年12月8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・山本・杉村・永井　以上13名（敬称略）

2016-2017 年度 第7回　1月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
今年最後の理事会になります。年明けからは、次年度
のスタートの準備が本格的に始まります。今年一年を
締めくくる意味でも本日の理事会をよろしくお願いい
たします。

【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：

・2月2日（木）卓話担当者：安達会員
・2月9日（木）卓話担当者：早瀬会員
・2月23日（木）卓話担当者：檜皮会員
※1週繰り下がり

2. クリスマス家族会について 辻一夫 親睦活動委員長
17時30分：例会（サファイアルーム）
18時00分：受付開始（ダイヤモンドホール）
18時30分：クリスマス家族会開催
※ダイヤモンドホールの準備出来次第の開催とする。

3. 大阪中之島RC創立25周年記念事業について

4. 委員会クラブフォーラムについての意見交換

【’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

栗山国際奉仕委員長

卓話担当：檜皮会員

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

【’17年3月 行事予定】　（水と衛生月間）
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）

30日（木）

1141

1142

1143

1144

1145

29

30

31

32

33

卓話担当：井本会員

卓話担当：木村眞敏会員

卓話担当：木村佳弘会員

卓話担当：北村会員

卓話担当：小林会員

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

【’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）13:30
　会場：薬業年金会館
◆クラブ戦略計画委員会

IM6組ロータリーデー
　（ホスト：大阪城東RC）
　日程：3/4（土）
　会場：Hニューオオタニ大阪
PETS・地区チーム研修セミナー
　日程：3/11（土）
　会場：国際会議場

【審議事項】

1. 熊本地震復興支援プロジェクトについて
・実施地区の代表提唱：
D2720災害支援特別委員長前田ガバナー及び阿
蘇ロータリ－クラブ

・プロジェクト予算総額：
360万円（修復のための建具や備品一式寄贈）

・プロジェクト予算調達：
D2660財団地区補助金臨時費（3,174,079円）
昨年度の繰入金の一部（425,921円）計360万円
※クラブからの拠出金はなし

　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）
各奉仕事業や親睦活動を円滑に施すため、今年度、
次年度委員会がコミュニケーションを持ちしっかりと
した引継ぎをお願いいたします。
また、今年度事業で引き継ぐべきもの、留意するべき
もの、新たに立ち上げる事業を次年度理事・役員のご
承認をいただき検討させていただきます。
本日も有難うございました。



年次総会　次年度理事・役員他決定

2016-17年度 指名委員会による指名者

本日のメニュー
小　鉢 法蓮草おひたしにしらすを添えて
 蟹味噌豆腐
向う付 鯛　鮪　サーモン　妻いろいろ
温　物 聖護院蕪　ベーコン　竹の子　紅葉麩　共葉
 菊花餡掛け
焼　物 まなかつおのけんちん焼　檸檬、はじかみ
 玉子焼、笹かま、海老アーモンド
食　事 白御飯
 香の物三種（千枚かぶら、赤カブ、野沢菜）
汁　物 赤出汁

2016年12月8日（木）13：00より2016-17年度年次総会を開催し、下記（表）の会員が選任されました。

次々々年度会長（2019-20年度）

次々年度幹事（2018-19年度）

次年度会計（2017-18年度）

次年度SAA（2017-18年度）

木村 眞敏

藤本 淳司

辻 　義光

山本 　肇
次年度理事（2017-18年度）

早瀬 道圓

辻　 一夫

嶽下 勇治

杉村 雅之

北村 讓

下岡 陽一郎



12月9日（金）・10日（土）の2日間、大阪国際会議場にお

いて2016～17年度国際ロータリー第2660地区 地区

大会が開催されました。

9日の夜には国際ロータリー会長代理ご夫妻歓迎晩餐

会も催されました。

2016～１7年度 国際ロータリー第2660地区 地区大会



ニコニコBOX

村橋：先週のゴルフコンペ、お世話になり有難うござ

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：ニコニコ

西田：井本さんゴルフコンペ優勝おめでとうございま

す。参加の皆様お疲れ様でした。ニコニコ

満村：ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

栗山：イチョウの葉があざやかですね。

吉田：ニコニコ

高島：冬らしくなりました。

金森：寒さが厳しくなりかけてきました。

小林：年の瀬が迫り、慌しくなりました。体調を整えて

新年に向けて頑張りましょう。

下岡：ニコニコ

北村：西田さん、戸田さん、ゴルフコンペ有難うござ

いました。

村上：ニコニコ

檜皮：2017-18年度、井戸本会長エレクトよろしくお願

いいまします。

木村（眞）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

戸田：栗山先生、VTTの報告楽しみにしています。

坂本：のどが痛いです。皆さんもお気をつけて下さい。

井本：先週のゴルフコンペ、有難うございました。

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥47,000
累　計 : ￥1,127,220

8
12

●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 28名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 90.32 %
11月17日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
 北村 　讓 11月27日 地区職業奉仕委員会


