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第1152回（本年度 第40回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 6/1 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●委員会報告
　各委員長・小委員長

♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　篳篥の演奏
　講師　深親 亮介（ふかみ りょうすけ）様
　（光妙寺副住職・篳篥奏者）
　西田 末彦 会員

井戸本会員の御逝去に謹んで哀悼の意を表します。

本日の例会後に開催する新旧合同理事会において、次年度のクラブ
運営組織体制について協議を行います。

クラブ運営が滞ることの無い様に努めてまいります。皆様のご協力ご
支援をお願い致します。



2016-17年度第1151回（第39回例会）
幹事報告 (5/18)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■5月18日（木）
本日は岡本会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

例会終了後、新旧合同理事会を開催いたします。今
年度、次年度理事役員の皆様出席のご予定をお願
い致します。

■5月25日（木）
西田会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、新旧合同クラブ協議会を開催いたし
ます。多くの会員のご出席を賜りますようお願い致
します。

■6月1日（木）
各委員会、小委員会活動報告です。ご準備よろしく
お願いいたします。

■6月8日（木）
下岡会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■6月15日（木）
高島会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

皆様こんにちは。

いつも皆様のお世話になって、本当にありがとうござい
ます。

先週末の霊山寺の家族会で、皆様の温かい気持ちとお
綺麗なバラを見られて、すごくありがたいことでした。

最近クラブの中に色々なことがありまして、井戸本様が
なくなったことも悲しいでした。二カ月前井戸本様が私
のレポートを読んで、「頑張ってください。」の笑顔も深
刻でした。

お見舞いの時私の手を握ってるの力と温かさも「これは
命の力です。」と思いました。けれども、人生の予測でき
ないことたくさんあります。つらいけれど、Let us have 
some time to grieve and keep praying for their 
family. 

雨の日もあるけど、太陽は必ず出ます。

前を向かって、一緒に歩きましょう。

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

地区委員会、その他の報告です。

■5月20日（土）の会長杯ゴルフコンペは中止になり
ました。

■第3回三世代クラブ有志合同懇親会
日時：5月25日（木）　18：30開会
会場：イルピアット
　　 大阪市中央区島町1-3-5　大乃や 2F
　　 TEL.06-4794-0007

■紳士の料理教室
日時：6月1日（木）　17：45～20：00
会場：大阪ガスクッキングスクール ガスビル1F
会費：8,000円
※大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話



電力・ガスのシステム改革についてですが、東日本大震
災以降に顕在化した課題等を踏まえ、広域的運営推進
機関の設立、小売の全面自由化、発送電分離を主な柱
とする電力システム改革が行われることとなりました。

小売の自由化については、電力は平成28年4月に、ガス
は1年遅れの今年、平成29年4月に全面自由化されまし
た。なお、電力は平成12年から、ガスは平成7年から、大
口のお客さまから順次自由化が拡大されてきました。ま
た、ガスについては関西電力は平成12年からローリー
での販売を開始、平成14年には託送でのガスの供給を
開始し、今回の全面自由化および保安制度の見直しも
あり、家庭用や業務用のお客さまへの販売を開始・強化
しています。

関西電力は“まごころと熱意を込めたサービスで、お客

電気・ガスの自由化と関西電力の取組み

岡本 啓吾会員、 講師 ： 関西電力 お客様本部 営業本部長　明徳 毅（みょうとく たけし） 様

さまや社会の『力』になりたい”という想いが込められた
「power with heart」をブランドステートメントと定め取
り組んでいます。引き続きよろしくお願いいたします。

日　時：2017年5月18日（木）
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・嶽下・西田・栗山・辻（義）・早瀬・北村・檜皮・辻（一）・山本・杉村・藤本 　以上12名（敬称略）
配布資料：
　・ （配布資料-1）2016-2017年度　年間行事計画書 ・ （配布資料-2）2017-2018年度　年間行事計画書
　・ （配布資料-3）2017-2018年度　委員会構成（案） ・ （配布資料-4）2017-2018年度　緊急連絡網
　・ インターアクトクラブについて

2016-2017 年度 第12回　6月度定例理事会議事録 （新旧合同理事会）

開会の挨拶（村橋会長）
昨日、井戸本会長エレクトがご逝去され、心よりご冥
福を祈り申し上げます。本日は次年度の体制・運営が
緊急の理事会の課題になります。次第に従って、協議
を致しますのでご協力をよろしくお願い致します。

報告事項
1. （配布資料-1）2017-2018年度　年間行事計画書
5／20（土）ゴルフコンペ中止

2. （配布資料-2）2017-2018年度　年間行事計画書
一部卓話日程変更

3. （配布資料-3）2017-2018年度　委員会構成（案）
前回の委員会構成を一部変更

4. 国際奉仕委員会
台北福齢RC創立20周年、大阪中之島RC創立25周年記
念事業としてモンゴルに救急車を寄贈する予定である。

The Kansai Electric Power Co., Inc.



ニコニコBOX

村橋：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。

嶽下：井戸本会員、安らかに。お世話になりました。

杉村：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。

西田：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。

辻（義）：井戸本会員、残念です。

栗山：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。

吉田：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。

山本：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。非常
に寂しいです。

高島：①井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。
②40年ぶりの中学校の同窓会に出席しています。

北村：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。

前田：井戸本会員、安らかに。

辻（一）：家族会、ご参加有難うございました。

村上：先週の家族会、有難うございました。

檜皮：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。

岡本：本日の卓話、宜しくお願いします。

藤本：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。お世
話になりました。

松任：井戸本会員に出会えてなかったら今の私はな
かったと思います。心よりご冥福をお祈りします。

米倉：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。
最後のお言葉「絶対にやめたらあかんで」を胸
に頑張ります。

本日合計 : ￥52,000
累　計 : ￥1,974,220

18
5

●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 1名
出席者 23名 外国ゲスト 1名
欠席者 8名

出席率 76.66 %
4月20日の修正出席率 93.33 %

●メイクアップ
北村 　讓   4 月  8 日 大阪城北RC  50周年
梅原 一樹   4 月18日 地区広報委員会

●本日のゲスト
岡本会員ご紹介（ゲストスピーカー）
 明徳 　毅 様
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

本日のメニュー

・シーフードのジャルダン
・牛フィレ肉のロースト温野菜添え　エピス風味のソース
・クリュディテサラダ  アンチョビマヨネーズ、コーヒー、パン

【協議事項】

1. インターアクト認定状伝達式等について

①備品の購入　⇒［ 承認 ］

②認定状伝達式は2017年6月中に実施予定とする。　
⇒［ 承認 ］

2. 2016-17年度 会長エレクト代行・2017-18年度
会長代行について

①2016-17年度会長エレクト代行について
6月末まで村橋会長が任務にあたる。

②2017-18年度会長の選出
下記開催予定の会長会において話し合い、会長経験
者の中から選出する。
　 日時：5月25日（木）11：00～ 
　 場所：太閤園　サファイヤルーム

閉会の挨拶（西田会長ノミニー）
皆様、大変お疲れ様です。だれが次年度会長になって
も大阪中之島RCが一致団結してクラブを盛り上げて
行く事が大事です。次年度も皆様、宜しくお願いいた
します。本日はありがとうございました。

慰労会のお知らせ

7月20日（木）に村橋会長、杉村幹事慰労会
を淀川邸にて18時より開催いたします。
沢山のご出席宜しくお願いします。


