1153

（ 5月25日）

月 間 テ ー マ（ 6月 ）
ロータリー親睦活動月間

会長挨拶
会長

村橋 義晃

2017年6月1日
第1153回（本年度 第41回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●委員会報告
各委員長・小委員長

次回 6/8 のお知らせ
♬SONG 「我ら中之島」
:
●卓話 東洋医学は気の医学
講師 片岡 聡 様（鍼灸師）
下岡 陽一郎 会員
■第1回7月度理事会
13：40〜 サファイアルーム
井戸本会員の御通夜、告別式へのご参列頂き有難うございました。
改めて御冥福をお祈り致します。
井戸本会員が会長エレクトとして一年余り、次年度の方針やテーマ
を様々な思いをもって考えてこられた次年度の活動方針の書面をお
預かりしています。
この思いを大切に尊重していかねばならないと思います。

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。
■6月22日
（木）
嶽下会員の卓話です。
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。
■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

クラブ創立25周年記念事業の開明中学・高等学校
のインターアクトクラブ創設準備が本格化し、6月4日
に新入生歓迎会、6月20日に認定状伝達式を執り行
う事となりました。担当して頂く会員にはお世話をお
掛け致しますが、新たな奉仕事業への取組みがクラ
ブと会員の皆様にとって、良い事業となる様ご協力を
お願い致します。

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
※2017年6月度のロータリーレートは1米ドル＝110

幹事報告 (5/25)
2016-17年度第1152回（第40回例会）

幹事 杉村 雅之

円です。

本日のメニュー

ホームクラブ例会プログラムの報告です。
■5月25日
（木）

ライトミール ちらし寿司

赤出汁

本日は西田会員の卓話です。
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。
例会終了後、第１回７月度理事会を開催致します。
次年度理事・役員の皆様ご出席の予定をお願い致

下岡会員がドイツのケルンキャッスルロータークラブに
メーキャップに行かれました。

篳篥の演奏

西田 末彦会員、講師：関光妙寺副住職・篳篥奏者

深親 亮介（ふかみ りょうすけ）様

近くの光妙寺と言うお寺です。
スピーカーから流れる曲に併せて吹かれるのですが、
中之島ロータリークラブには吉田さんと言う素晴らしい
ピアニストがおられるので一曲だけ篳篥とピアノのコラ
ボを楽しんで頂きたいと思います。
それでは皆様短い時間ですが篳篥の演奏を楽しんで頂
きたいと思います。

今日は皆様方に篳篥の演奏を楽しんで頂きたいと思い
ます。演奏して頂くのは深親亮介さんです。深親さんの
本業は、
お寺の副住職でお父様が住職なのでいずれは
お寺を継がれるものと思われますが、今は邦楽の勉強
をされてて特に篳篥の演奏を中心にされております。
お
寺は早瀬会員のお世話で禅の体験をした陽松庵のすぐ

第4回 クラブ協議会[新旧合同]（2016〜2017年度）
審議事項
クラブ奉仕委員会
西田 委員長
クラブ奉仕委員会の中の例会運営、会員増強・維持、
親睦活動、会員研修各小委員会がおのおの活発な活
動をし、充実した内容ではなかったかと思います。
特に会員増強・維持小委員会は一番難しく、これと
いった特効薬が無く永遠の課題だと思われます。次年
度に向けより一層クラブの会員全員の協力が必要だ
とおもわれます。

会員増強・維持小委員会
檜皮 委員長
「会員増強｣の課題は単年度で実行するのは難しい課
題であり、
クラブ会員基盤の発展に向けた｢クラブ戦略
計画｣を立て、取り組む必要があると思われます。今年
度は、従来から続けてきた会員増強の手段に加えて、
会員各位が思い浮かぶ「入会推奨者」に勧誘アプロー
チのアクションツールとして、
タスクチーム活動を推進
してまいりました。
クラブ会員の意欲を啓発し、
「入会
推奨者」を能動的に発掘するきっかけとし、会員増強
活動が継続的に行われているか、各タスクチームに進

捗を確認しながら、
クラブ全体の動向を定期的に確認
し、会員増強の高い意識を継続的に維持できるス
キームを構築してまいりました。
会員増強・維持を図る上で、今後も若い世代を重視す
ると共に、先日入会していただきました、チャーターメ
ンバー、会長経験者でもおられる前田会員のような経
験豊かな古参会員の再入会も必要だと思います。会
員増強には特効薬がないだけに一つの方法で解決さ
れる問題ではないと思います。
残念ながら、次年度会長を目の前にして井戸本会員
が亡くなられ、
また突然、永井さんが退会され、
タスク
チーム維持の面で活かされなかった事が残念に思わ
れました。
しかし、
このピンチをチャンスに活かすのは
中之島ロータリアンの役目でもあると思います。次年
度に向け、既に2〜3人の候補者をご紹介していただ
いております。大阪中之島RCは少会員数クラブですが、
決して奉仕活動におきましても弱小クラブではありま
せん。
クラブ目標でもある地区での中堅クラブを目指
すと共に、少数精鋭で素晴らしい大阪中之島ロータリ
アンを迎えたいと思います。次年度も今年度以上の皆
様のお力添えを宜しくお願いいたします。

杉村 次年度委員長

精神、
ロータリーに関わる知識、情報を理解、習得し

会員増強と共に維持（退会防止）は当クラブのみなら
ずロータリークラブ全体のテーマであると考える。
会員増強については、増強タスクチームを踏襲し一層
の活性化を図るべく努める。
また、維持（退会防止）においては、様々なクラブの奉
仕活動及び地区行事への参加を呼びかけ、“ロータリ
アンである”という意識の向上を目指す。
［活動計画］
・タスクチーム内での情報の共有また各リーダ-の定
期的はミーティングの実施。
・入会候補者には、ロータリーの基本を正しく理解
した上で入会して戴くように努める。

てもらうため年数回の研修会を実施する。
2. 会員のロータリアンとしての成長を促すため年数回
の情報集会を実施する。

職業奉仕委員会
早瀬 次年度委員長
職業奉仕は、禅の修業に似ており座禅も凡人は独りで
続けるのは困難であるが、仲間が集まれば周りの励ま
しにより力を頂く事がある。
この考えに基づき、今年度
は会員同志励まし合いながら、各自の職業に携わる中
での奉仕の理念を実践していきたいと思います。
①2017年10月22日
（日）姉妹クラブ台北福齢RCと
共に座禅研修の予定
②ユニバーサル園芸に企業訪問予定（会員の企業

例会運営小委員会

に限定せず、会員推薦の企業訪問も含める）

西田 次年度委員長
ロータリークラブの中心的な活動である例会運営は、
ソング、出席、
プログラム、会報各部門とよく話し合い、
会員全員が充実したクラブライフを送れるように努め
たいと思います。

③今年度IAC設定状伝達式が実施されました開明
中学校・高等学校にて出前授業の予定
④会員企業の設立を記念して該当月に記念品を贈
呈する

社会・青少年奉仕委員会

親睦活動小委員会

辻義光 委員長

北村 次年度委員長

今年度の活動予定でした10月東北大震災支援、三世

＜活動の方針＞
今年度は、
クラブ創立25周年でもありますのでクラ
ブの活動が多くある予定です。関係委員会と連携し
て楽しく親睦を図り参加率を高めたいと思います。
又、
ご家族が楽しく参加できる事業を計画して参り

代合同社会奉仕事業、11月成美学寮の餅つき大会を
会員皆様の協力を得て無事終了しました。
その中で6年間続けました東北大震災支援プロジェクト
が今年度を持ちまして終了することとなりました。会員

たいと思います。

の皆様には長年ご協力本当にありがとうございました。

会員各位のご協力をお願い致します。

今年度予定しておりました事業はすべて終わりました

＜活動計画＞
1. 9月16日
（土） 家族親睦会
2. 10月21日
（土）クラブ創立25周年記念例会・
祝賀会

と共同提唱で4月1日学校法人大阪貿易学院 開明中
学校・高等学校にIACを結成、4月25日にRIから
「開明
中学校･高等学校インターアクトクラブ」の認定を受け、

3. 12月23日
（土）クリスマス家族会
（太閤園

が、次年度25周年記念事業の一環としてインターアク
トクラブ（IAC）の設立を検討、大阪東ロータリークラブ

桜苑・庵）

4. 1月25日
（木） 上半期新入会員歓迎夜例会
5. 3月 日
（ ） 家族親睦会、又は、4月、
5月、
（他の事業との関係で）
6. 6月28日
（木） 下半期新入会員歓迎夜例会

会員研修小委員会
下岡 次年度委員長
〔活動方針および計画〕
1. 入会1〜2年未満の新入会員を中心にロータリーの

2660地区10番目のIACとなりました。
本格活動は次年度からとなりますが、会員の皆様のご
協力、
ご支援よろしくお願いいたします。

国際奉仕委員会
栗山 委員長
2016年11月にダベトナムナン病院を視察訪問しまし
た。
ダナン病院では2016年1月の鼻内内視鏡手術機
器贈呈より10か月の期間に約500例の鼻内内視鏡手
術を施行したとのことでした。2018年1月にダナン病
院を訪問し、新たな手術器具特に微細な鉗子類の贈
呈を予定しております。

嶽下 次年度委員長

米山奨学生との平和交流の三事業が確定している。

次年度国際奉仕委員会の基本方針は、一つ目に、海

また、年度途中における事業が発生する場合は、委員

外でのプロジェクトに参加する会員が固定化されつつ

会で担当者を決定して柔軟に対応していくこととする。

ある中、新入会員や若い会員が少しでも国際奉仕に
携われるような事業を計画していくこと。二つ目に、委
員 会の活 性 化を図るため国 際 奉 仕 事 業を担 当 制
（リーダー）にするとともに、事業の計画段階から委員

SAA
高島 委員長
今年度実施した様々なジャンルでのテーブル分けは、

会全員が各事業に携わっていくこととする。

各テーブルの懇親会（テーブルミーティング）などを行

具体的には、国際奉仕は海外での人道的プロジェクト

うなど、
会員間の親睦に有用であったと思われる。

に参加するだけではなく、国内においても世界の国の

会員経験の少ない副SAAには、司会、ニコニコ箱発表

文化、慣習、問題などを知ることにより世界の平和を

など多くのご苦労をお掛けしたが、皆様方が無事進行

願い、人道的奉仕の機会も増えるものと考える。
このた

をして下さり、
感謝を申し上げる。

め、国際フォーラムの1時間を利用して、世界中から来
ている米山奨学生に参加していただき各国の情勢に
ついてパネルディスカッションなどを計画し、国際認

会計
木村 委員長

識を高めていく。

今年度の会計も滞りなく処理されています。

担当制については、①台湾姉妹クラブとの交流や共同

また、ニコニコも昨年度同様順調にのびています。

事業の展開、②ベトナムでのVTT事業の継続支援、③

第2回

次年度親睦小委員会議事録

日 時：2017年5月18日
（木）11：00〜11：40
場

所：太閤園3階

出席者：北村・嶽下・辻（義）
・栗山・梅原・米倉・藤本

以上7名（敬称略）

配布資料：
・第2回

親睦活動小委員会レジュメ

・親睦活動小委員会出欠表

・次年度に備えての第2回親睦小委員会開催のご案内

・17-18年度委員会活動方針及び活動計画

・親睦活動小委員会当番表

・バーベキュー 営業時間・メニュー表

【確認、報告事項】
1．出欠確認、配布資料の確認
2．17-18年度活動方針・活動計画
委員会メンバーの訂正、予算額の記載

3．当番表

（太閤園
①クラシック音楽演奏

高嶋 優羽氏

桜苑・庵）

※調整中

演奏人数：3名
予算：25〜30万円

一部当番担当訂正

②Mr. オクチ氏による手品ショー・くじ引き or ビンゴ

4．第3回委員会 6月8日
（木）17：45〜
場所：北村委員長

7．12月23日
（土）
クリスマス家族会

会社事務所

予算は司会を含めず10万で納め、司会は親睦活動小
委員会が務める。

5．親睦会のご案内
SAA委員会・国際奉仕委員会・親睦活動小委員会合同
平成29年6月8日
（木）18：30〜
場所：柑子家

16：00〜18：00

バーベキューセット￥3,500＋ドリンク代／1名
計50名で予約

クラシック音楽演奏
演奏時間20〜30分

演奏人数：5〜6名で調整中
予算：40万円

1. 9月16日
（土）家族親睦会

舞洲スポーツアイランドでのバーベキュー

6．10月21日
（土）
クラブ創立25周年記念例会・祝賀会
日本テラマン協会

【審議事項】

第3回三世代クラブ有志合同懇親会
5月25日
（木）、
イルピアットにて今年度最後の三世代クラブ有志合同懇親会を開催致しました。
三世代クラブ会長の挨拶に始まり、高島パストガバナーによる井戸本会長エレクトに献杯を捧げました。
そして山添ゆかさんのジャズライブを楽しみ大いに懇親を深めました。
三世代クラブの更なる友好にこの懇親会を次年度さらに次々年度と続けたいと考えます。皆様よろしくお願いいたし
ます。
大阪天満橋ロータリークラブ様、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。

大阪東ロータリークラブ
創立６０周年記念式典・祝賀晩餐会
5月27日（土）、大阪東ロータリークラブ創立60周年記
念式典・祝賀晩餐会に出席いたしました。
大阪東ロータリークラブ様おめでとうございます。

5

25

ニコニコBOX

村橋：本日の卓話、西田会員よろしくお願いします。
嶽下：ニコニコ
杉村：本日もよろしくお願いします。
西田：本日卓話です。皆様よろしくお願いします。
栗山：来週は幼稚園検診のため欠席します。
吉田：ニコニコ
高島：井戸本会員のご冥福をお祈りいたします。
不幸に打ち勝つ会員の結束が大切です！
金森：井戸本様のご冥福をお祈りします。
下岡：ドイツ・クロアチア・スロベキヤに行ってきました。
前田本日早退のお詫び
村上：ニコニコ
檜皮：西田会長ノミニー、本日の卓話よろしくお願い
します。
戸田：西田会員の和風で洋風な曲、
楽しみにしています。
井本：西田会員、卓話楽しみです。

本日合計 : ￥52,000
累

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

計 : ￥1,974,220

31名
6名
1名
25名
5名

出席率
4月27日の修正出席率

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
1名
0名

83.33 %
90.00 %

●本日のゲスト

西田会員ご紹介（ゲストスピーカー）
深親 亮介 様

●メイクアップ
北村

讓

4 月15日

地区研修・協議会

6月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
米倉 由美 ［ 9 日］

●事業所設立記念
村橋 義晃
株式会社興国鋳鋼所［昭和12年］
米倉 由美 株式会社タスク・フォース［平成15年］

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。

