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第1148回（本年度 第36回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 4/27 のお知らせ
♬SONG : 「4つのテスト」
●卓話　
　村上 俊二 会員

♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　裁判傍聴のその後
　　　　「未必の故意とは」
　満村 和宏 会員

本日、例会前に開催したノミニー理事会にて、井戸本エレクトが療養
の為に入院され休会される事となり、今後の対応について協議を行
い、この様な緊急事態の時こそクラブが一丸となって協力し、全員で
対応していこうとの意見を頂き、これからも協力してクラブ運営に注
力していく事を確認しました。

本日の卓話に地区インターアクト委員会小池委員長にお越し頂き、



2016-17年度第1147回（第35回例会）
幹事報告 (4/13)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■4月13日（木）
本日は2660地区IAC委員会 小池委員長をお招き
し、卓話をお願いしています。よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、第11回5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。

■4月20日（木）
満村会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

第3回クラブ戦略計画委員会
時　間：例会前11：00～12：00
場　所：太閤園4階　寿の間
出席対象者：クラブ戦略計画委員会メンバー（村橋

会長・嶽下会員・井戸本会員・西田会
員・早瀬会員・高島会員・杉村幹事）

■4月27日（木）
村上会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■5月4日（木）
祝日の為、休会です。

■5月11日（木）
栗山会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

インターアクトクラブの目的や活動内容についてお
話しして頂きます。

我々のクラブでは、これまでの奉仕活動として経験の
無い事業であり、次年度に予定しているクラブ創立
25周年記念事業として行う予定のインターアクトク
ラブ設立に向けて、理解を深めて頂く機会にして頂き
たいと思います。

■5月18日（木）
岡本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

地区委員会、その他の報告です。

■2017-18年度 地区研修協議会
日時：4月15日（土）　13：00～17：00
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度会長・幹事・各委員会委員長・

地区委員会出向者他

■2017年春のRYLAセミナー
日時：5月3日（水）～5月5日（金）
会場：不死王閣
　　  池田市伏尾町128-1
ホストクラブ：池田くれはロータリークラブ

■第2回クラブ社会奉仕委員長会議
日時：5月13日（土）　14：00～16：00
会場：大阪府社会福祉会館
※辻 義光委員長、出席のご予定をお願い致します。

■春の家族会「奈良霊山寺にてバラの鑑賞と国宝の
仏像等の拝観」
日時：5月14日（日）　10：00 太閤園駐車場に集合

本日のメニュー

小鉢二種　桜豆腐　いくら
 　子持ち昆布とわさび菜のお浸し
 　糸賀喜

造　り 鮪　カンパチ　甘海老
 長芋
 あしらい

煮　物 鯛の子玉子寄
 竹の子　小芋　絹さや

揚　物 油目唐揚げ　稚鮎
 椎茸　タラの芽　新じゃが芋

食　事 鯛御飯
 香の物
 赤出汁



・インターアクトについて

インターアクトクラブとは、12歳から18歳までの青少
年のための奉仕クラブです。

RCが1校を提唱し共に奉仕プロジェクトを計画実行
に協力して活動しています。当地区においては8つの
クラブと提唱RCが活動中です。

・地区の活動について

1. 新入生歓迎会　6月開催

各校のインターアクターたちが一同に集まり、他校
のインターアクターたちと交流することで、協力す
ることやリーダーシップを養成することなどを学べ
る機会を作っています。

今年度は6月4日に生駒山麓公園でハイキングが
企画されています。

2. 海外研修旅行　8月開催

国際人を育成することを目的とし毎年8月に海外
研修を行っています。

今年度はフィリピンのセブに8月2日より3泊4日で
行ってまいりました。現地の同世代のインターアク
ターと歌やダンスをした後に折り紙交流をしまし
た。インターアクターが各校で集めた不要な文房
具を、現地の小学校に赴いて直接子供たちに手渡
すことによって、子供たちの最高に輝く笑顔をもら
い、ボランティアの成果を直接肌で感じることが出
来たと思います。またフィリピンの貧しさを目の当
たりにし、いかに自分たちが恵まれているのかを実
感したのではないでしょうか。

次年度の海外研修は8月に香港・マカオを予定し
ています。

インターアクトクラブ提唱にあたって

２６６０地区インターアクト委員長　小池 貢 様（大阪帝塚山RC）

3. 年次大会　11月開催

各校のインターアクターたちが一同に集まり、各校
の一年の活動を発表し、他校のインターアクターた
ちと交流することで、協力することやリーダーシップ
を養成することなどを学べる機会を作っています。

4. スクラム（活動の記録）の作成　3月発行

5. 合同会議

上記、活動をする上で合同会議を行います。参加
者は各校顧問と生徒の代表者、提唱RC委員、地区
委員、ガバナー事務所などが参加しています。これ
は話し合うことがあれば随時召集されます。

6. 役割の輪番

地区の活動を行うに当たり、それぞれの役割を輪
番にて担当し協力し合っています。

・各校と提唱RCの活動について

各校においては、地域への奉仕として清掃活動、募金
活動などのボランティアを行っています。顧問の先生
のご指導の下、自分たちで考え、行動し、奉仕活動を
することにより、生徒たちは良い経験をふまえて充実
した学生生活を送っているようです。インターアクトの
活動にロータリアンが参加したり、またその逆の場合
もあります。

・提唱RCの予算について

それぞれのRCにおいて、予算は異なっています。大き
く必要なものを記したいと思います。

1. 新入生歓迎会

（インターアクター＋顧問）×1,000円
提唱RCメンバー×3,000円

2. 海外研修旅行（仮に次年度の香港を想定します）

インターアクター5名×50,000円
顧問1名×150,000円

3. 年次大会

（インターアクター＋顧問）×1,000円
提唱RCメンバー×3,000円

4. 合同会議

合同会議の後に多くの場合、懇親会が行われます。
顧問の参加費などが考えられます。



開会の挨拶（村橋会長）

本日は急遽、井戸本会長エレクトが病欠の為、議長を
代行いたします。

また、次年度幹事永井会員の退会に依り次年度の運
営・人事について、このノミニー理事会で議論し決定
して行かなければなりません。次回、新旧合同理事会
までは私が議長を代行し、執りおこなって行きますの
で、どうぞ本日は宜しくお願いいたします。

審議事項

1. 次年度幹事　永井会員退会に依る人事について
・辻義光会員を次年度幹事に選任

　⇒［ 承認 ］

2. 各委員会・小委員会担当者の人選について
・会計　辻委員長⇒嶽下委員長に変更

　⇒［ 承認 ］

・委員会構成表一部訂正

3. 会社事業所創立記念贈呈品について

前年度を踏襲　⇒［ 承認 ］

4. 誕生日・結婚記念日贈呈品について

前年度を踏襲　⇒［ 承認 ］

日　時：2017年4月13日（木）11：30～
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村（眞）・杉村・北村・下岡・早瀬・辻（一）・嶽下・山本・辻（義）・藤本　 以上12名（敬称略）
配布資料：
・ 2017-2018年度　年間行事計画（案） ・ 2017-2018年度　委員会構成（案）
・ 各年度記念贈呈品参与一覧表 ・ ミリオンダラーミールお献立提案書

2017-2018 年度 第三回　ノミニー理事会議事録

5. 例会時昼食について
・ミリオンダラーミールを挙手に依り採決

ちらし寿司に決定　⇒［ 承認 ］

報告事項

1. 2017-2018年度、年間行事計画について
・卓話担当者の変更

・例会休会の変更

2. 次年度各委員会奉仕事業計画案について

〈職業奉仕委員会〉

　・活動方針、計画書

3. 各委員会予算について

西田会長ノミニー閉会挨拶

皆様、ご苦労様です。

次年度幹事の永井会員が退会され、辻義光会員が次
年度の幹事を引き受けて下さる事になりましたが、突
然の出来事に対応し、クラブを支えて行くのがここに
集まってくださった理事、役員の皆様方だと思います。

このような危機の時こそ力を合わせてチーム中之島
で結束し、次年度の運営をご支援頂ければと思います。

皆様、本日はありがとうございました。

藤本会員が2016年度 ガバナー杯野球大会 最優秀選手賞の表彰を受けました。

Congratulations!



【’17年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）

【’17年6月 行事予定】　（ロータリー親睦活動月間）
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）

22日（木）

29日（木）

1153

1154

1155

1156

1157

41

42

43

44

45

委員会報告

会長・幹事退任挨拶
下半期新入会員歓迎会

第1回7月度理事会

各委員長・小委員長

卓話担当：下岡会員

卓話担当：高島会員

卓話担当：嶽下会員

村橋会長、杉村幹事
夜例会

アトランタ国際大会
　日程：6/10（土）～6/14（水）

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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

-

1150

1151

1152

-

38

39

40

祝日④　

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

卓話担当：栗山会員

卓話担当：岡本会員

卓話担当：西田会員

第2回クラブ社会奉仕委員長会議
　日時：5/13（土）14：00～16：00
　会場：大阪社会福祉会館 
クラブ職業奉仕新旧委員長会議
　日時：5/13（土）10：00～12：00
　会場：OMMビル 

日　時：2017年4月13日（木）　13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・嶽下・栗山・檜皮・辻（一）・高島・木村（佳）・山本・杉村　以上10名（敬称略）

2016-2017 年度 第11回　5月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

当クラブにとって厳しい状況がですが、理事・役員を
はじめクラブ全員で乗り越えたいと存じます。皆様ご
協力よろしくお願いいたします。

【報告事項】

1. 年間行事計画について

追加事項・変更箇所：

（クラブ・地区行事　追加・変更箇所）

・クラブ戦略計画委員会
4月20日（木）例会前11：00～
場所：太閤園 4階　寿の間

（卓話担当者　変更箇所）

・5月11日（木）栗山会員

・5月18日（木）岡本会員

・5月25日（木）西田会員

2. 春の家族会（案）について

・日時：5月14日（日）太閤園10：00集合

・場所：霊山寺（りょうせんじ）真言宗【奈良県富雄】
  　　 食事→副住職の解説→バラの鑑賞（13時～15時）
  　　 →太閤園（16：00）

・会費：10,000円（予定）

・参加者：30名（予定）

※観光バスにて太閤園⇔霊山寺を移動

【協議事項】

1. 職業分類の変更について

・辻 一夫 会員
税理士から経営コンサルタントに変更

・木村 眞敏 会員
刑事弁護士から商事弁護士に変更

　⇒［ 承認 ］

2. 出席義務規定免除について

井戸本会長エレクトが病身の為、出席義務規定免除
を適用する。　⇒［ 承認 ］

3. 退会届について

永井会員の退会届を受理する。
（2017年4月10日付にて退会）　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（西田会長ノミニー）

皆様ご存知のように当クラブにとって未曾有の事態
が起こりました。

しかしこんな時こそクラブ一丸となって頑張りましょう。

本日もありがとうございました。



ニコニコBOX

村橋：インターアクト卓話、小池委員長宜しくお願い
致します。

嶽下：地区インターアクト委員長小池様、ようこそお越
しくださいました。有難うございます。

杉村：本日もよろしくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

栗山：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：地区インターアクト委員長、お忙しいのに有難う
ございます。よろしくご指導お願い申し上げます。

金森：創立記念品有難うございます。

辻（一）：ニコニコ

下岡：井戸本さん、頑張って下さい。

北村：松本さん、ようこそお越しくださいました。有難
うございます。

村上：いよいよ桜が満開です。ニコニコ

戸田：ニコニコ

坂本：ニコニコ

米倉：本日の卓話、勉強させていただきます。

本日合計 : ￥37,000
累　計 : ￥1,798,220
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2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 %
3月23日の修正出席率 87.09 %

●メイクアップ
井本 万尋   4 月  5 日 米山オリエンテーション
辻　 義光   3 月28日 大阪西北RC
梅原 一樹   3 月23日 地区広報委員会
吉田 　了   4 月  4 日 大阪東南RC

●本日のビジター
地区インターアクト委員長（大阪帝塚山RC）
 小池 　貢 様
大阪北RC 松本 吉正 様

2017-18年度 地区研修・協議会
4月15日（土）、大阪国際会議場にて2017-18年度地区
研修・協議会が開催されました。

ご出席された皆様、お疲れ様でした。

会員増強維持小委員会
本日、4月20日（木）は第三回会員増強タスクチーム
進捗状況提出日になっております。

各チームメンバーの方はリーダーにご報告ください
ませ。

檜皮 悦子


