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会長挨拶
会長

村橋 義晃

2017年2月2日
第1137回（本年度 第25回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話 「別れたいの」
と言われたら
＝実話をもとに＝
講師 宇野 勢津 様
安達 昌弘 会員

次回 2/9 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 地区国際奉仕委員会
講師 アルマスリ＝ヤヒヤ 様
檜皮 悦子 会員

本日例会後の懇親会は、新入会員歓迎会として開催したかったので
すが、新入会員を迎えることが叶わずクラブの懇親会として開催させ
て頂きます。
今年度の会員増強委員会では、
タスクチームを発足し全会員が会員
増強を継続的に行う活動をスタートさせましたが、上期においては新
入会員を迎えられませんでした。下期は会員各位の更なるご協力を
お願いし、新入会員を迎えられる様願っております。
この例会前に地区研修委員会に出席した際、国際協議会から帰国さ

れた片山DGEが国際協議会出席報告をされた中か
ら、一点ご紹介させて頂きます。
イアンH.S.ライズリー次年度RI会長のテーマ
「ロータ
リー：変化をもたらす」について意味が判り難いと思
いますが、“が”の一文字を付け加えて
「ロータリーが
変化をもたらす」
と解釈すると判り易いと伺い、
ロー
タリーの活動によって世界中に変化をもたらすという
意味であると思います。
本日、会員の皆様に
「大阪中之島基金」の趣意・規程
案を配布させて頂きました。内容については重ねて
ご説明してまいりましたが、2月23日例会後に臨時総
会を開催し、
ご承認を得て正式な発足となります。
趣意・規程案の内容をよくご確認頂き、
ご理解を深め
て頂いたうえで、総会でのご承認を頂きたいと考えて
おります。

し上げます。
■3月2日
（木）
井戸本会員の卓話です。
ご準備よろしくお願いい
たします。
※2017年2月のロータリーレートは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
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。
■クラブ戦略計画委員長会議
日時：2月4日
（土） 10：00〜12：00

幹事報告 (1/26)

会場：YMCA

2016-17年度第1136回（第24回例会）

幹事 杉村 雅之

出席対象者：会長、会長エレクト、
クラブ戦略計画
委員長

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■地区財団補助金管理セミナー

■1月26日
（木）
本日は例会終了後懇親会です。
■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。
今年度第2回クラブ戦略計画委員会を開催致します。
時間：例会前

NSビル2F

11：00〜

会場：太閤園4F

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
■地区チーム研修セミナー
日時：2月11日
（土） 13：00〜15：50
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度地区出向者

寿の間

委員の皆様出席ご予定をお願い致します。
■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
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

本日の卓話

「別れたいの」
と言われたら
＝実話をもとに＝
宇野 勢津（うの せつ）氏のプロフィール

願い致します。

1952年大阪生まれ

例会終了後、第9回3月度理事会を開催致します。

堀江中学 卒業

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。
■2月23日
（木）
早瀬会員の卓話です。
ご準備よろしくお願いいたし
ます。
例会終了後13：30より臨時総会を開催致します。
会員の皆様全員のご出席を賜りますようお願い申

市岡高校 卒業
大学は秘密です。
堺市で約35年間高校教諭を経験、現在はNHK学
園高校教員、幼児教室関連の講演を行う。
腹話術・ヒロシです！などのお笑い系もやります。
※木村会員と中学校・高校の同級生
安達会員と高校の同級生

新年懇親夜例会

第２回三世代クラブ合同懇親会

幹事 杉村 雅之

1月27日
（金）第2回三世代クラブ合同懇親会が「ル・ク
ロ・ド・マリアージュ」
にて開催されました。

2017年の親睦大会を迎えて
野球同好会 監督

安達 昌弘

甲子園の親睦大会を迎える度に、今回は何度目の出場

素晴らしいフランス料理をいただき大変盛り上がりまし
た。大阪大手前ロータリークラブ様ありがとうございま
した。

になるのかを考えてみるのですが、成績としましては間

次回は5月25日
（木）当クラグ主催にて開催致します。

ただ、決意としては今後の2〜3年間は勝ち続ける予定

皆様宜しくお願い致します。

ですので、その頃には気分良く今までの中之島の戦績

違いなく負け越している筈ですので、詳しくは追及しな
いことにしております。

を整理しようと決めています。
2660地区では、毎秋にガバナー杯野球大会と銘打つ
リーグ戦がありまして、何と今年度は初めての5戦全敗
という不本意な結果で終えることとなり、次年度のガバ
ナー杯を迎える前にその悪夢を忘れる為に、今年も甲
子園大会に出場することを決意致しました。
嬉しいことに、2年前からチームの平均年齢も若返り、時
には淀川の河川敷で練習することも覚え、今年も3月か
ら練習のスタートです。
日頃は全く身体を動かすことが無いので、全員がこの練
習を楽しみにしているくらいです。本当はゲームの勝敗
よりもこの気持ち、
このチームワークが大切なのです。
さて、後の問題は野球部のメンバーの確保であり、
これ
は当然会員増強に繋がる永遠の大きな課題であります。
そして、例年のごとく甲子園の親睦大会を中之島ロータ
リークラブ活性化の柱として、
クラブの総力を挙げて究
極の楽しみとするものであります。
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ニコニコBOX

村橋：下半期の会員増強、頑張りましょう。
嶽下：ニコニコ
井戸本：夜例会楽しみましょう。
杉村：本日もよろしくお願いします。
満村：ニコニコ
村橋会長が地区戦略計画委員会幹事、
ロータリー財団委員の委嘱状を受けました

栗山：ニコニコ
吉田：ニコニコ
早瀬：ニコニコ
高島：新入会員ゼロは残念です。6月は多くの新入会
員を迎えましょう。
小林：すべてニコニコ
辻（一）
：親睦委員長です。本日はよろしくお願いいた
します。
下岡：早退します。すみません。
北村：孫が灘中学校に合格しました。大ニコニコ！

高島会員が諮問委員、地区戦略計画委員長、
地区ガバナー指名委員の委嘱状を受けました

村上：下半期の会員増強頑張りましょう。
永井：今夜は夜例会。楽しみたいです。
戸田：下半期もよろしくお願いします。
米倉：今日も寒かったですね。皆様お身体お気をつけ
下さい。ニコニコ

本日合計 : ￥46,000
累

計 : ￥1,347,220

●出席報告
栗山会員が米山奨学委員の委嘱状を受けました

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

32名
7名
1名
27名
4名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
0名

出席率
87.09 %
12月17日の修正出席率 93.54 %

●メイクアップ
北村

讓 12月 9 日

地区大会晩餐会

北村会員が地区職業奉仕委員長の委嘱状を受けました

2月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
永井 俊行 ［ 5 日］
安達 昌弘 ［17日］
岡本 啓吾 ［22日］
村橋 義晃 ［25日］
檜皮会員が地区国際奉仕委員の委嘱状を受けました

●結婚記念日
岡本 啓吾 ［ 7 日］
西田 末彦 ［11日］
辻 義光 ［15日］
杉村 雅之 ［16日］
井戸本 泰次 ［18日］
米倉 由美 ［28日］

