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ロータリー親睦活動月間
月間テーマ（6月）

第1154回（本年度 第42回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 6/15 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　ロータリーあれこれ
　高島 凱夫 会員

♬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

井戸本会員の義理のご子息である山本様がご挨拶にお越し下さい
ました。

井戸本会員は、会長エレクトとして次年度に向け一年余りに亘り準備
をしてこられ、新年度の初例会での開会点鐘を心待ちにされていた
と思います。

本日の開会点鐘の手に山本様の手を添えて頂き、井戸本会員に今日



2016-17年度第1153回（第41回例会）
幹事報告 (6/1)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■6月1日（木）
本日は各委員会、小委員会活動報告です。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
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。

■6月29日（木）
夜例会　会長・幹事退任の挨拶　

下半期新入会員歓迎会

地区委員会、その他の報告です。

■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

■会員増強セミナー
日時：6月3日（土）　14：00～16：00
会場：YMCA

■インターアクトクラブ新入生歓迎会及び合同会議
日時：6月4日（日）
集合・点呼：9：00～
開会式：11：00
閉会式：14：30～
合同会議：16：00頃
会場：生駒山麓公園　野外活動センター
奈良県生駒市俵口町2088番地
TEL.0743-73-8880

■インターアクトクラブ認定状伝達式
日時：6月20日（火）　17：00～18：15
会場：開明中学校・高等学校　6F 会議室
　　  大阪市城東区野江1-9-9
　　  TEL.06-6932-4461

井戸本さんのご遺族、山本敬三様（娘婿様）が
ご挨拶と中之島基金に寄付されました

の点鐘を捧げ、ご冥福をお祈り致します。

井戸本会員の御遺志と夫人の御意志により、中之島
基金に多額のご寄付を頂き拝受致しました。井戸本
会員とご家族の皆様に深謝申し上げます。

次年度は、クラブ創立25周年の記念事業を計画して
います。クラブの将来を担うのは新入会員の方々で
す。ロータリー活動のあらゆる場面で様々な役割を
考え経験を重ねることにより、ロータリーの理解を深
め活動の力を身に付けられると思います。

そして、会員の皆様の力の集結により、力強いクラブ
になることを願っております。



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持小委員会、会員研修小委員会、職業奉仕委員会、
国際奉仕委員会、社会・青少年奉仕委員会、SAA、クラブ創立25周年実行委員会、会計

クラブ奉仕委員会　西田委員長

クラブ奉仕委員会には皆様ご存知のように四つの小委
員会が御座います。例会運営、会員増強・維持、親睦活動、
そして会員研修小委員会です。具体的な活動報告は後
ほど各委員長がされると思いますが、全体的には活発な
活動をされクラブとしては充実した内容であったと思い
ます。

親睦活動小委員会は今年度は12月に太閤園でクリスマ
ス家族会を盛大にされ、今年の5月には奈良県にある薔
薇の寺、霊山寺において親睦家族会を行いました。当日
は薔薇もほぼ満開で天候にも恵まれ楽しい1日を過ごせ
たと思います。

例会運営小委員会には4つの部門が御座います。ソング、
出席、プログラム、会報部門です。中之島ロータリークラ
ブの4つの部門は大変しっかりしていて内容の充実した
ものではなかったかと思います。

このようにクラブ奉仕委員会は例会活動を中心に、親睦
と信頼を深める事が出来たのではなかったかと思いま
す。今年一年皆様方のご協力に感謝いたします。

会員増強・維持小委員会　檜皮小委員長

今年度は新たな取り組みとしてタスクチームを編成し会
員増強を行ってまいりました。皆様ご協力ありがとうござ

会員研修小委員会　山本小委員長

いました。特に10名のリーダーの方々には大変お世話に
なりました。

「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。



会計報告　木村会計

会計から報告します。クラブ会計を支えている、ニコニコ
収入については、4月末で1,878千円の入金がありました。
昨年とほぼ同額ですが、引き続きご協力をお願いします。

ポリオ募金箱、大阪中之島基金につきましても、よろしく
お願いします。

社会・青少年奉仕委員会　辻 義光委員長

①10月7、8日東北大震災の最後の奉仕事業として岩手
県九戸郡野田村を訪問。6年経ってもまだ復興の途中
であると認識した訪問でもありました。

②10月15日三世代合同奉仕事業として、大阪天満橋RC
様幹事のもと大阪大手前RC様、大阪中之島RCが協力
して聖家族の児童心理養育施設児童院の生徒達をサ
ポートしました。

③11月26日成美学寮餅つき大会を行いました。

大阪天満橋RC様、RACの皆様のご協力のもと、年末恒
例の餅つき大会を実施しました。

④次年度大阪中之島RC設立25周年事業として開明中
学校･高等学校インターアクトクラブを今年度提唱、4
月25日RIより認定を受け、現在毎週月曜・水曜の例会

SAA　高島委員長

下半期も、各ジャンルでテーブル分けを行い、加えて
テーブルミーティングの開催を呼びかけた。テーブル
ミーティングは地区内各クラブで行っているところも散
見され、ロータリーの知識吸収、会員間の親睦にとって
大きなツールとして評価されている。次年度以降への継
続に期待をしたい。

職業奉仕委員会　満村委員長（代行：杉村幹事）

今年度の委員会活動は、9月29日に早瀬会員のご尽力に
より陽松庵にて移動例会及び座禅を行いその後食事を
堪能致しました。

また、下半期には2月14日に裁判員裁判の傍聴体験を致
しました。皆様ご協力ありがとうございました。

国際奉仕委員会　栗山委員長（代行：杉村幹事）

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。

クラブ創立25周年実行委員会　高島委員長

既に数回に分け例会などでアナウンス済みであるが、

日時：平成29年10月21日（土）
　登録開始：午後3時30分
　記念式典：午後4時
　記念講演会：午後4時50分
　祝賀会：午後6時

場所：太閤園　ダイアモンドホール2（式典・講演会）
　　　　　　  ダイヤモンドホール1（祝賀会）

当日の役割については、追ってご連絡を致します。日にち
を必ず控えておいて下さい。

を開催しています。

6月20日認定状の伝達式を開明中学校･高等学校で
行います。



開会の挨拶（次年度辻幹事）

本日は、先週の会長会で選考の結果、村橋会長が次
年度会長に推薦されましたことにつきまして、次年度
理事・役員の皆様にその推薦についてご承認を得て
決定して頂く為、お集まりいただきました。本日は宜し
くお願いします。

審議事項

1. 次年度会長の選考・承認

次年度会長：村橋会長に選任

　⇒採決により［ 承認 ］

2. 例会で次年度会長について報告

日　時：2017年6月1日（木）11：30～
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：村橋・辻（義）・西田・木村(眞)・早瀬・嶽下・山本・下岡・杉村・藤本　 以上10名（敬称略）

2017-2018 年度 臨時ノミニー理事会議事録

村橋会長の挨拶（次年度会長）

本日は、ありがとうございます。次年度も会長を努めさ
せていただく事になりました。突然の事で、これからク
ラブ運営について考え方をまとめていかなければな
りませんが、井戸本会員が会長エレクトとして描いて
いたクラブ運営の活動方針を尊重しながらクラブ運
営を考えて行こうと思います。

次年度理事・役員、会員の皆様には次年度もご協力
を宜しくお願いいたします。

次年度辻幹事閉会挨拶

皆様、本日はお疲れ様です。来週には第1回7月度理
事会が開催されます。不測の事態で準備不足な点も
ございますが、皆様にご協力頂ければと思います。

6月3日（土）に大阪YMCA会館にて地区会員増強セミナーが開催されました。中之島RCからは高島パストガバナー、
福田ガバナー補佐ノミニー、村橋地区研修委員、梅原次年度広報・公共イメージ向上委員長、辻義光次年度幹事、杉
村次年度会員増強小委員長が出席いたしました。参加された皆様、お疲れ様でした。

地区会員増強セミナー



ニコニコBOX

村橋：委員会報告よろしくお願いします。

嶽下：ニコニコ

杉村：ENJOY AND SAERVICE　楽しもうロータリー
本日もよろしくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

高島：今年度もあと1ヶ月。早いものです。

下岡：ニコニコ

前田：お酒を飲みすぎてボケてきました。

村上：いよいよ6月で夏ですね。ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

戸田：暑いですね。ニコニコ

井本：たくさんのニコニコ有難うございます。

坂本：ニコニコ

藤本：ニコニコ

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥48,000
累　計 : ￥2,057,220

1
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●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 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.00 %
4月27日の修正出席率 90.00 %

●メイクアップ
辻　 一夫   5 月13日 地区新旧社会奉仕
  委員長会議

●本日のゲスト
井戸本会員ご遺族 山本 敬三 様

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。

▲お誕生日のお祝い：左から米倉 由美会員、村橋 義晃会長

▲事業所設立記念のお祝い：左から米倉 由美会員、村橋 義晃会長

本日のメニュー

・パテ・ド・カンパーニュ　サラダ仕立て
・舌平目のクッション小海老添え　温野菜

バジルオイルとヴァンブランソース
・彩りサラダ、コーヒー、パン


