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第1135回（本年度 第23回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

新年明けましておめでとうございます。

毎年末に一年を無事に終えられた事に感謝し、新たな年を迎えられ
る慶びを感じる思いが増してきた様な気がしています。

今年度の上半期を皆様のご協力ご尽力を得て、無事に終えることが
出来ましたこと、改めて感謝申し上げます。　

ロータリーでは、新年を迎えるこの時期から次年度に向けた準備を
本格化します。昨日、地区委員会出向者決定の連絡があり、当クラブ

本日のプログラム

次回 1/26 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　職業奉仕クラブフォーラム
　満村 和宏 委員長　～14：00
■第8回2月度理事会
　14：10～　サフアァイアルーム

♬SONG : 「4つのテスト」
■新年懇親夜例会
　例　会　18：00～
　懇親会　18：40～
　　　　　オーキットテラス



2016-17年度第1134回（第22回例会）
幹事報告 (1/12)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■1月12日（木）
本日は村橋会長・杉村幹事が新年のご挨拶を申し
上げます。

■1月19日（木）
職業奉仕委員会クラブフォーラムです。満村職業奉
仕委員長よろしくお願いいたします。

例会終了後、第8回2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。

■1月26日（木）
夜例会・懇親会です。
　例会開始時間：18：00
　親睦会開始時間：例会終了後18：40頃～

■2月2日（木）
安達会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、第3回クラブ協議会を開催致します。
多くの会員の皆様のご出席をお願い致します。

■2月9日（木）
檜皮会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし

からは、北村会員が職業奉仕委員長、梅原会員が広
報・公共イメージ向上委員長を務められ、国際奉仕
委員に檜皮会員、米山奨学委員会に栗山会員、R財
団委員会に村橋、計5名が出向する事になりました。

少人数ながら5名の地区出向者を送り出すクラブと
して、地区においての活躍を期待しております。

訃報のお知らせを致します。1991-92年度地区バ
ナー、2002-04年度国際ロータリー理事を務められ
た、菅生浩三PG（大阪北RC）が1月6日にご逝去され、
近親者のみにて通夜告別式を執り行われた旨、連絡
を頂きました。

謹んで追悼の意を表し、ご冥福をお祈り致します。

ます。

例会前11：30より第1回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第8回2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。

■2月16日（木）
国際奉仕委員会クラブフォーラムです。
栗山国際奉仕委員長よろしくお願いいたします。

※2017年1月のロータリ－レートは1米ドル＝116円
です。

地区委員会、その他の報告です。

■第2回三世代クラブ有志合同懇親会
日時：1月27日（金）　18：30～
会場：ル・クロ・ド・マリアージュ
所在地：中央区谷町2-2-22　NSビル2F
　　　  TEL.06-6942-9686
会費：7,000円
※大阪大手前RC様のお世話により開催致します。

■第2回クラブ国際奉仕委員長会議
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よろしくお願いいたします。

■クラブ戦略計画委員長会議
日時：2月4日（土）　10：00～12：00
会場：YMCA
出席対象者：会長、会長エレクト、クラブ戦略計画

委員長

■地区財団補助金管理セミナー
日時：2月4日（土）　14：00～
会場：YMCA
出席対象者：会長エレクト、会長ノミニー、ロータ

リー財団担当

栗山会員が米山奨学生選考委員の委嘱状を受けました



会長　村橋 義晃

新年のスタートにあたり、今年度の上半期クラブ行事計
画は、委員会の皆様のご協力を頂き、活動目的に応じた
計画を無事に終えることが出来ました。改めて感謝申し
上げます。

国際奉仕活動としては、昨年度にスタートしたベトナム・
ダナン病院へのVTT事業の継続訪問にご家族や他クラ
ブの会員と共に大勢の参加を得て現地を訪問し、この
事業の有効性を改めて確認することが出来ました。

社会奉仕活動は、岩手県野田村小学校への支援を行
い、多数の会員と共に学童から感謝の気持を肌で感じ
ながら今年度をもって最後の支援と致しました。

職業奉仕活動では、早瀬会員のお世話にて、陽松庵での
座禅体験をさせて頂き、心尽くしの素麺を振舞って頂き、
平素と異なる空間での貴重な体験をさせて頂きました。

SAAの例会における新たな着席スタイルの試みがス
タートし、クラブ内の新たな交流や気付きのきっかけに
なる事を期待しております。

親睦活動委員会では、委員全員がクリスマス家族会の
企画から本番にいたるまで、ご協力頂きました。初めて
の委員会活動をされた会員には、良い経験になられた
事と拝察致しました。

新たな試みとして、会員増強委員会では、タスクチームを
発足し、クラブ全会員が会員増強を意識し、継続的な活
動を忘れずに続けるスキームの定着をお願い致します。

三世代クラブの社会奉仕事業として大阪天満橋RCのホ
ストによる岡田浦漁港にて児童心理養育施設児童院の
子供達と地引網の体験とBBQを楽しみ青少年奉仕と三
世代クラブの親睦を深める事業でありました。

何れの奉仕活動も「誰かが誰かの為に成すこと」であ
り、「感謝する事」と「感謝される事」の体感が「奉仕」

幹事　杉村 雅之

新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、ご家族共々新し年をお
迎えの事とお喜び申し上げます。

旧年中は皆様のご支援、ご協力を賜り今年度の方針で
ある“Enjoy Service”のもと活力のあるクラブ運営が出
来ましたことを心より感謝申し上げます。また、上半期の
奉仕事業の3世代クラブ合同奉仕事業、東北支援奉仕

新年の挨拶

会長 村橋 義晃、　幹事 杉村 雅之

事業、VTTベトナム奉仕事業、成美学寮への慰問等が皆
様のご協力のもと無事終了致しました。ありがとうござ
いました。

さて、今年度の2660地区のガバナー方針である“The 
Ideal Of Service  ロータリーの根幹精神”の統一的理解
の一節には「人は社会からその恩恵を受け取ると同時
に、自己の言動の成果を社会に提供し、還元してゆく社
会的責務がある。この自覚の上に立って、社会に向けて
具体的な行動を行うこと。これを“サービス”と言う」とあ

“service”の原点であると思います。

昨年からの世界的変動が見受けられ、英国のEU離脱、
米国のトランプ新大統領誕生等、世界の情勢は大きな
転換を迎えている様に感じます。国際ロータリーにおい
ても昨年の規定審議会において、近年には無いクラブ
裁量権の拡大が採択され、これからのロータリーの在り
方を問われている様にも思えます。

当地区においてもIM各組の会員減少と各組の不均衡
の緩和対策として、2018-19年度から現行のIM8組から
6組に再編される事が決定されました。

RIや地区の変化が具現化していく中で、我クラブとして
如何することが最良なのかを考えながら、“Enjoy”する
事を忘れない「中堅クラブを目指す」クラブであり続け
たいと思います。

上半期は、クラブ会長のメッセージとして、ロータリーへ
の理解を深め、これからの皆様のロータリーを考える
きっかけになればと思い、可能な限り自分の言葉でお
話しさせて頂きました。

残る下半期もRIや地区の活動についても判り易くお話
しさせて頂き、皆様と共にロータリーを考え理解を深
め、会員の皆様にとって存在価値の有るクラブであり続
けたいと考えています。

ります。

これは、さまざまな奉仕事業により社会的責務を果た
し、その結果が相互的行為として社会に還元され社会
全体が良質なものへと変革するもとだと考えます。

そして、あらためてロータリアンであることを鑑み「4つ
のテスト」、真実かどうか・みんなに公平か・好意と友情
を深めるか・みんなの為になるかどうかに照らし合わ
せ、言動してまいります。

またクラブ戦略計画委員会において会員数、クラブが醸
し出す品格等において地区内での中堅以上のクラブを
目指すと言う目標の通り今年もクラブ幹事としての職務
を邁進する所存でございます。　

下半期においても皆様のご支援、ご協力をよろしくお願
いいたします。

そして皆様、御家族方におかれまして新しい年がご健
勝とご繁栄をもたらしますようご祈念申し上げまして幹
事の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。
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これは、さまざまな奉仕事業により社会的責務を果た
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そして、あらためてロータリアンであることを鑑み「4つ
のテスト」、真実かどうか・みんなに公平か・好意と友情
を深めるか・みんなの為になるかどうかに照らし合わ
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またクラブ戦略計画委員会において会員数、クラブが醸
し出す品格等において地区内での中堅以上のクラブを
目指すと言う目標の通り今年もクラブ幹事としての職務
を邁進する所存でございます。　

下半期においても皆様のご支援、ご協力をよろしくお願
いいたします。

そして皆様、御家族方におかれまして新しい年がご健
勝とご繁栄をもたらしますようご祈念申し上げまして幹
事の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。

今年の初例会終了後、太閤園2階オーキッドテラスにて
第1回Aテーブルミーティングを行いました。Aテーブル
は大きく分けて酉年と丑年で結成されております。

金森テーブルリーダーの挨拶でミーティングが始まり、
金森リーダーは今年の干支の酉年との事で一つの人生
の節目となり、次の節目に向けての抱負や歩んで来られ
ました経験をお話し頂きました。

話題は大阪中之島RCを盛り上げて行く為に同好会の
活用についての話しに移り、新たに同好会を新設する
案（例：ヨットの会、ワインめぐりの会）が他の会員から上
がっていると言う意見と、以前に「食う会」という同好会
があり、その「食う会」を再結成する案が出ました。「食う
会」の再結成を今後、理事会に承認していただくよう提
案する事で一致しました。

その同好会の話題の中で「食う会」のメイクアップの取
り扱いについての意見があり、以前のメイクアップは厳
格に他クラブの例会に出席する事が条件でしたが、最
近は規則が緩やかになり同好会の出席でもメイクアッ
プが認められております。しかし、あまりにも同好会によ

第1回 Ａテーブルミーティング報告

るメイクアップが多いのではとの意見が多くありました
ので、「食う会」を結成した場合はメイクアップの対象外
とする事で結論が纏まりました。

活発な議論の中、メイクアップについてはクラブの今後
の検討課題としてミーティングを終了いたしました。お
忙しい中、皆様お集り頂きありがとうございました。

次のテーブルミーティングは2月2日（木）に予定してお
ります。

皆様、積極的にご参加いただけますよう宜しくお願いい
たします。

日　時：2017年1月12日（木）13：25～14：50
場　所：太閤園 2階　オーキッドテラス
出席者：金森会員、檜皮会員、永井会員、満村会員、栗山会員、井本会員、藤本会員　以上6名



本日のメニュー
小鉢二種　河豚煮凝り　蟹と芹のおひたし

造　り 鯛　鮪　芽物一式

煮　物 竹の子　わかめ　ひろうす　梅京人参　木の芽

焼　物 鰤照焼　大根卸　ライム　厚焼玉子

食　事 鯛めし
香の物 赤かぶ　たたき牛蒡　のし梅

止　椀 赤出汁

皆さんあけましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

おめでとうと言えば、前日同僚の緑さんに「青木さんは
おめでたいことがありますよ。」って言ったら、「え、青木
さん結婚しますか？」って驚きました。実は、青木さんア
ルバイト先できましたって言いたかった。その時やっと
気ついた、あることはいいことですけど、またおめでたい
ことでは言えませんでした。この十ヶ月間日本に来ること
は私にとってはとてもおめでたいなことです、皆さんに
ありがとうございます。皆さんにこの一年間におめでた
いことは何でしょうか？

お正月は井本さんのお実家にお邪魔して、一緒にもち作
りしました。井本さんとご家族はいつも皆の集まりとお
子さん達の喜びの為に、色んなイベントを企画し、本当
にありがとうございます。

お年寄りになる時、こんなおばさんなりたいなあと思っ
てます。

初めてのもち作りを言ったら、よく聞かれたのは、「え、も
ち作りって台湾いないの？」実は、台湾のもち作りは原
住民の伝統の一つとして、鄒族や阿美族の方は感謝祭
の時や結婚式などお祝いする時は皆に集まり、もち作り

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

します。ただ、全国の伝統イベントとは言えません。です
から、井本さんからそのような機会を与えてくれて、感謝
しています。

新年が来ると、皆さんは何か新しいことを始めたいのあ
るでしょうか？前日はBostonにいる友達と話した時に、
「Deep learning」についてちょっと話しました。「Deep 
learning」と言うことはコンピュータとして、学習行為を
することです。簡単な例を挙げると、Siriということです。

コンピュータにまずdomain knowledgeを決めて、そし
て、計算式のモデルを作って、色々の場面に使えるよう
になることです。

そのdomain knowledgeは人とものによる違います。例
えば、井本さんと辻さんのコンビのDomain knowledge
は保険とcyclingです。それについて開発するのコン
ピュータモデルは井本さんと辻さんのコラボのことに
色々使えるなります。

また浅い理解ですけど、deep learningの応用はどんな
企業でも、トレンドになると思います。

それでは、2017年も新しいビジョンを持って、一緒に頑
張りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。



ニコニコBOX

村橋：謹賀新年　本年もよろしくお願いします。

嶽下：明けましておめでとうございます。ニコニコ

杉村：明けましておめでとうございます。今年も皆様
のご多幸をお祈り申し上げます。

西田：明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

満村：本年もよろしくお願いします。

辻（義）：本年もよろしく

吉田：ニコニコ！謹賀新年

早瀬：謹賀新年

福田：明けましておめでとうございます。

高島：謹賀新年　今年もよろしくお願いします。

金森：明けましておめでとうございます。

小林：大阪中之島RCの益々の発展と会員皆様のご健
勝を祈念します。

北村：今年も宜しくお願いします。

辻（一）：新年明けましておめでとうございます。

村上：明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

永井：明けましておめでとうございます。

檜皮：本年もよろしくお願いします。
1月26日（木）第2回タスクチーム進捗状況提出
日です。リーダーの方宜しくお願いします。

木村（佳）：良い年になりますように

木村（眞）：ニコニコ

岡本：明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

戸田：明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

坂本：明けましておめでとうございます。

井本：明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

梅原：明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

藤本：明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。

米倉：今年もどうぞよろしくおねがいします。

本日合計 : ￥69,000
累　計 : ￥1,255,220
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 1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 1名
欠席者 3名

出席率 90.32 %
12月1日の修正出席率 93.54 %

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

▲お誕生日のお祝い：左より辻 義光会員・村橋 義晃会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より岡本 啓吾会員・村橋 義晃会長

Congratulations!1月のお祝い1月のお祝い

●誕生日
 辻　 義光 ［24日］

●事業所設立記念
 岡本 啓吾 オカトス  ヒーロー  リアルエステート［平成3年］

●本日のビジター
徳島RC 西野 武明 様


