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第1157回（本年度 第45回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 7/6 のお知らせ

♬SONG : 「R・O・T・A・R・Y」
■今年度最終夜例会及び
　下半期新入会員歓迎会
　会長・幹事退任挨拶

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会長・幹事活動方針
　村橋会長・辻義光幹事

本日の例会前に姉妹クラブの台北福齢RCからC.P.ヘンリー氏が計画
中のモンゴルへの救急車寄贈プロジェクトについて、現状説明と意見
交換に来訪されました。

このプロジェクトの概要は、モンゴルの代表提唱RC、台北の三世代
RC、大阪の三世代RC、その他、台北や香港のRCが協力して行う人道
的国際奉仕プロジェクトです。

今後の計画進捗等については、国際奉仕委員会から報告させて頂く



2016-17年度第1156回（第44回例会）
幹事報告 (6/22)

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22日（木）
本日は今年度最後の卓話です。嶽下会員の卓話で
す。よろしくお願いいたします。

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。

ことになりますが、これらの現況について、会員の皆
様にもご承知しておいて頂きたく、ご報告致します。

6月20日に開明高等学校・中学校において、インター
アクトクラブの認定状伝達式に出席してまいりました。

2660地区から松本ガバナー、福家PDG、泉PDG、郡
AG、地区IAC委員長をはじめ、大阪東RCから西村会
長、青少年担当委員長等のロータリアンが出席して
頂き、学校法人貿易学院の理事長、校長先生、担当
の先生方と中学1年生から高校2年生の33名のイン
ターアクターが出席し、新たなクラブのスタートを祝
福して頂きました。

インターアクトクラブ入会に際し、新入会員全員が自
発的に入会を希望し、高校2年生の初代会長は、自ら
手を挙げ会長となり、伝達式において素晴らしい謝
辞を述べられました。

第2部の懇親会において、理事長や校長先生と意見
交換をさせて頂き、インターアクターとなった生徒達
と言葉を交わし、生徒達の新鮮笑顔に小さな感動を
覚えました。

ご出席下さった会員には、この事業発足を行うことに
して良かったと感じて頂いたと思います。

この伝達式に際し、短期間の間に準備を整えて頂い
た、辻義光会員、井本会員、米倉会員に感謝申し上げ
ます。これからの活動においてご活躍を期待していま
す。皆様のご協力をお願い致します。

本日のメニュー

ライトミール　海鮮丼　吸い物

■6月29日（木）
18：00　夜例会　会長・幹事退任の挨拶　

18：40　下半期新入会員歓迎会

※本日の週報に記載しています6月15日の高島会員
の卓話に誤記がありました。“ロータリーあれこれ”
右4行目「念書」を「年初」に訂正致します。

　訂正しお詫び申し上げます。

※本日配布しています大阪中之島ロータリークラブ
創立25周年記念事業実行委員会 第5回打ち合わ
せ記録の協議事項ですが、理事会に上程し検討い
ただく予定です。



大阪水上隣保館と大阪メチャハッピ祭との関係について、実行委員長の黒川弘章氏にお話いただきました。

大阪水上隣保館と大阪メチャハッピー祭りの関係について

嶽下 勇治会員、 講師 ： 大阪メチャハッピー実行委員会委員長　黒川 弘章 様



成田→ワシントンDC経由→アトランタ、トータルで19時
間かかりました。

アトランタ国際大会に参加して 下岡 陽一郎

アトランタは人口46万人、1996年オリンピックを開催さ
れた町です。企業はコカコーラの発祥の地でCNNセン
ターもあります。名所として、キング牧師の生誕の地。ジ
ミーカーター元大統領の出身地でもあります。また、風と
共に去りぬの映画で有名な場所でもあります。

6/10大阪ナイトが開催され、125名の参加があり盛大
に催しされました。

11日は本大会が開催され3万4千人のロータリー関係
が一同に集まりました。今までの参加人数の記録は、大
阪国際大会で4万人以上の参加したのが記録で、未だ
に破られておりません。

次年度は、カナダ・トロントで6月に開催されます。



2016年

 7月 1日 ホテルノボテルにてロータリー全国親睦野球大会前夜祭

  2日 阪神甲子園球場にてロータリー全国親睦野球大会

  3日 米山奨学委員会　関西学友会総会　会場：KKRホテル

  7日 会長・幹事本年度の方針発表　村橋会長・杉村幹事

  8日 ・大阪大手前RC様へ表敬訪問　村橋会長・杉村幹事

   ・三世代クラブ社会奉仕委員長会議　村橋会長・杉村幹事・辻義光社会・青少年奉仕委員
長が出席

  14日 ・RI2660地区ガバナーノミニー　山本博史様 御来訪

   ・大阪大手前RC会長 岡本雄介様　幹事 瀬尾公一様 御来訪

   ・五大奉仕委員長本年度活動方針発表：西田クラブ奉仕委員長・満村職業奉仕委員長・辻 
義光社会・青少年奉仕委員長・岡本青少奉仕年担当・栗山国際奉仕委員長

   ・第2回8月度理事会

  21日 クラブ奉仕委員会クラブフォーラム　西田委員長

  26日 睦輪会　会場：ヒルトン大阪　村橋会長・杉村幹事が出席

  28日 ・故犬飼会員の令夫人が御来訪。クラブへの感謝として金壱百萬円を寄贈頂く。青少年奉
仕の御遺志を受け大阪中之島基金に入金させて頂く。

   ・SAA・会計・各小委員会委員長本年度活動方針発表：高島SAA・木村佳弘会計・井戸本例
会運営委員長・檜皮会員増強・維持委員長・辻一夫親睦委員長（金森副委員長が代行）・山
本会員研修委員長

   ・7月度ミリオンダラーミール

   ・嶽下直前会長・檜皮直前幹事慰労会　会場：太閤園淀川邸

  30日 第1回クラブ国際奉仕委員長会議　会場：薬業年金会館

 8月 4日 ・RI2660地区ガバナー補佐 郡 悦清様・ガバナー補佐エレクト 中嶋 進司様 訪問日　懇談
会：寿の間

   ・会員増強・維持小委員会卓話　檜皮委員長

   ・第1回クラブ協議会　テーマ：各委員会の今年度活動方針

   ・会員研修会　場所：湯木新店

  11日 休会

  18日 ・金森会員卓話「ロータリーで学んだこと」

   ・第3回9月度理事会

  25日 ・RI2660地区ガバナー松本信也様　公式訪問日　懇談会：寿の間

   ・第1回クラブ戦略計画委員会

   ・8月度ミリオンダラーミール

  27日 地区財団セミナー　会場：YMCA

 9月 1日 坂本会員卓話「2016夏休み旅行記」

  3日 クラブ米山奨学委員長・幹事・米山奨学生カウンセラー研修会　会場：大阪科学技術センター

  7日 ・三世代クラブ社会奉仕委員長会議　村橋会長・杉村幹事・辻義光社会・青少年奉仕委員
長が出席

   ・三世代クラブ有志懇親会　会場：中央電気倶楽部

  8日 ・藤本会員卓話「古民家と登録有形文化財」

   ・第4回10月度理事会

   ・指名委員会

  15日 ・前年度事業・決算報告　檜皮直前幹事・永井前値度会計・下岡前年度会計監査

   ・9月度ミリオンダラーミール

  17日 第1回クラブ社会奉仕委員長会議　会場：薬業年金会館

  22日 祝日の為、休会

  24日 ・地区決議会　会場：薬業年金会館　村橋会長・杉村幹事が出席

   ・クラブ青少年奉仕ロータアクト正副委員長会議　会場：薬業年金会館

  29日 職業奉仕委員会による移動例会「陽松庵にて早瀬会員の引導のもとに座禅を体験」

 10月 6日 米山奨学月間卓話　北村会員担当「米山奨学事業の現状と新しい流れ」卓話者：古城乗紀
雄様（千里RC）

  7・8日 東北大震災支援事業　野田村小学校へ楽器他を進呈

  13日 ・社会・青少年奉仕委員会クラブフォーラム　辻義光委員長

   ・指名委員会による次年度理事・役員他の候補者発表

   ・第5回11月度理事会

  15日 三世代クラブ合同奉仕事業：社会福祉法人 聖家族の家 児童心理養育施設大阪市立児童
院の子供たちと先生方約50名を招待し泉佐野岡田浦漁港にて地引網体験、バーベ
キュー・関空クルージング・岸和田だんじり会館を見学。

  20日 創立24周年記念夜例会。台北福齢RC様より5名が出席頂く。

  27日 三世代クラブ合同例会　会場：ヒルトン大阪　金の間　三世代クラブ合同奉仕事業報告

 11月 3日 祝日の為、休会

  10日 ・ロータリー財団委員会卓話　檜皮会員“2016-2017年度はロータリー財団100周年”「世
界でよいことをしよう：人びとの心に触れた100年」

   ・会員増強タスクチーム状況報告

   ・第2回クラブ協議会　テーマ：①会員増強タスクチームにおける進捗状況 ②各委員会活
動についての問題点及び解決策

  17日 ・福田会員卓話「枚方の歴史」

   ・第6回12月度理事会

   ・大阪中之島ロータリークラブ25周年記念事業実行委員会

  20～23日 ベトナムダナン病院におけるVTTプロジェクト視察

  22日 睦輪会　会場：ガスビル食堂　杉村幹事が出席

  24日 ・R規定情報委員会卓話　嶽下会員「2016年規定審議会クラブ関係の主な決定事項（採
択されたもの）」

   ・11月度ミリオンダラーミール

  25日 大阪天満橋ロータリークラブ様同好会「大川クルージングと紅葉鑑賞」に杉村幹事が参加
させて頂く

  26日 ・第1回クラブ広報委員会　会場：薬業年金会館

   ・成美学寮慰問（餅つき大会）

 12月 1日 ・各委員会・小委員会活動報告

   ・大阪天満橋ロータリークラブ様同好会「紳士の料理教室」に村橋会長・井戸本会長エレク
ト・杉村幹事・高島会員・檜皮会員が参加させて頂く

  4日 大阪中之島ロータリークラブ会長杯ゴルフコンペ　オリムピックゴルフ倶楽部

  8日 ・年次総会　上程案：次年度理事・役員他の選任の件　賛成多数により承認

   ・第7回1月度理事会

  9日 ・RI2660地区2016-17年度地区大会　会場：大阪国際会議場

   ・RI会長代理御夫妻歓迎晩餐会　会場：リーガロイヤルホテル　光琳の間

2016-2017年度 Rotary International District 2660
大阪中之島RC　1年のあゆみ
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  10日 RI2660地区2016-17年度地区大会　会場：大阪国際会議場

  15日 12/17に例会変更

  17日 ・夜例会

   ・太閤園ダイヤモンドホールにてクリスマス家族会

2017年

 1月 12日 村橋会長・杉村幹事　新年の挨拶

  14日 第2回クラブ国際奉仕委員長会議　会場：薬業年金会館　栗山委員長が出席

  19日 ・職業奉仕委員会クラブフォーラム　満村委員長

   ・第8回2月理事会

   ・“吉寅”にてSAA、親睦活動小委員会合同ミーティング・懇親会

  26日 ・夜例会

   ・新年懇親会

  27日 三世代クラブ有志懇親会　会場：ル・クロ・ド・マリアージュ

 2月 2日 安達会員卓話　講師：宇野 勢津様「別れたいのと言われたら」

  4日 ・第2回クラブ戦略計画委員長会議　会場：YMCA

   ・地区財団補助金管理セミナー　会場：YMCA

  9日 ・檜皮会員卓話　講師：アルマスリ＝ヤヒヤ様（元米山奨学生）「平和への願い」

   ・2018-19年度地区代表幹事予定者の宮里唯子様と地区幹事団予定者の皆様が御来訪

   ・栗山会員が“RI超我の奉仕賞”を受賞

   ・会員増強タスクチームにおける進捗状況報告

   ・第1回ノミニー理事会

   ・第9回3月度理事会

  11日 地区チーム研修セミナー　会場：大阪国際会議場

  14日 職業奉仕委員会による「裁判員裁判傍聴体験」

  16日 国際奉仕委員会クラブフォーラム　栗山委員長

   講師：地区国際奉仕委員会　木田昌宏委員長・初木賢司様

  23日 ・早瀬会員卓話　講師：片山 旭星様　「肥後座頭琵琶」

   ・臨時総会　上程案：大阪中之島基金設立趣意書及び大阪中之島基金規程案の件 賛成
多数により承認

   ・“セラ・アンフィニィー”にて会員増強・タスクチームリーダーミーティング・懇親会

  28日 睦輪会　会場：ヒルトン大阪　村橋会長・杉村幹事が出席

 3月 2日 ・井戸本会長エレクト卓話  講師：堀内 裕一朗様「相手の気持ちをひきつけるコミニュケー
ション術」

   ・大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話による「大阪天満宮観梅」に井戸本会長エレク
ト・高島会員・吉田会員・辻　義光会員・杉村幹事が参加させて頂く

  4日 ・IM6組ロータリーディ　会場：ホテルニューオータニ　基調講演：元RI会長　田中 作次様

  9日 ・井本会員卓話「保険業界の現状と今後について」

   ・第2回ノミニー理事会

   ・第10回4月度理事会

  11日 PETS（会長エレクト研修セミナー）　会場：大阪国際会議場

  16日 ・木村 眞敏会員卓話「はじまりの日本文明」

  23日 ・北村会員代理卓話　木村 眞敏会員「はじまりの日本文明2」

   ・臨時総会　上程案：①大阪中之島ロータリークラブ細則改定の件　賛成多数により承認



   上程案：②インターアクトクラブ創立の件　賛成多数により承認
   上程案：③インターアクトクラブ運営資金支出の件　賛成多数により承認

  30日 ・木村 佳弘会員卓話「相続・贈与ほか」

   ・3月度ミリオンダラーミール

 4月 6日 ・小林会員卓話「あれそれ」

   ・大阪天満橋ロータリークラブ様同好会「紳士の料理教室」に村橋会長が参加させて頂く

  13日 ・RI2660地区IAC委員会　小池委員長卓話「インターアクトクラブ提唱にあたって」

   ・第3回ノミニー理事会

   ・第11回5月度理事会

   ・4月10日付けにて永井会員退会

  15日 2017-18年度地区研修協議会　会場：大阪国際会議場

  20日 ・第3回クラブ戦略計画委員会

   ・満村会員卓話「裁判傍聴のその後　未必の故意とは」

   ・前田 隆司会員入会

  27日 ・村上会員卓話「地下動向とインバウンド」

   ・4月度ミリオンダラーミール

 5月 4日 祝日の為、休会

  11日 栗山会員卓話「アレルギー性鼻炎」

  13日 ・クラブ職業奉仕新旧委員長会議　会場：OMMビル

   ・クラブ社会奉仕新旧委員長会議　会場：大阪府社会福祉会館

  14日 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」

  17日 井戸本会長エレクトご逝去

  18日 ・岡本会員卓話　講師：関西電力 営業本部長　明徳 毅様「電気・ガスの自由化と関西電力
の取り組み」

   ・第12回6月度理事会（新旧合同理事会）

  25日 ・西田会員卓話　講師：関光妙寺副住職・篳篥奏者　深親 亮介様「篳篥の演奏」

   ・5月度ミリオンダラーミール

   ・三世代クラブ有志懇親会　会場：イルピアット

  26日 新旧合同睦輪会　会場：ホテルニューオータニ大阪　村橋会長・杉村幹事・辻義光次年度
幹事・福田会員が出席

 6月 1日 ・故井戸本会員の御家族の山本様が御来訪。クラブへの感謝の気持ちとして金壱百萬円を
大阪中之島基金に寄贈頂く。

   ・委員会・小委員会活動報告

   ・臨時理事会

  4日 インターアクトクラブ新入生歓迎会・合同会議　村橋会長・杉村幹事・辻義光会員・井本会
員が参加

  8日 ・下岡会員卓話　講師：片岡 聡様「東洋医学は気の医学」

   ・第1回7月度理事会

  15日 高島会員卓話　「ロータリーあれこれ」

  20日 開明中学校・高等学校インターアクトクラブ認定状伝達式

  22日 ・嶽下会員卓話　講師：大阪メチャハピー実行委員会委員長 黒川 弘章様「大阪水上隣保
館と大阪メチャハピー祭りの関係について」

   ・6月度ミリオンダラーミール

  29日 ・夜例会　村橋会長・杉村幹事　退任の挨拶

   ・下半期新入会員歓迎会



財団100周年祝賀活動として“ポリオ撲滅One Coin作
戦（One Coin:500円）”を実施し、2016年7月より大阪中
之島ロータリークラブオリジナル募金箱を作成しクラブ
に設置させていただきました。

皆様方の温かなお気持ちを頂きまして募金総額は
116,038円になりました。世界ポリオ根絶推進活動促進
のために、ロータリー財団にクラブ名で寄附させていた

“ロータリー財団１００周年を祝う”
Doing Good In the World : 世界で
よいことをしよう クラブ財団委員長　檜皮 悦子

今年も甲子園の親睦大会の季節が近づいてきました。

今年の対戦相手は滋賀県の長浜北ロータリークラブで
すが、相手のことはまったくわかりません。

この試合に先立ちまして、去る6月23日（金）午後6時半

より野球部員中心の決起集会を野球部関係16名プラ

野球部　決起集会 開催 野球同好会 監督　安達 昌弘

ス子供2名が太閤園近くの「しゃぶしゃぶ 温野菜」に集
まり試合への団結を確かめました。

ひとりずつ各個人の抱負を述べ、ついでに秋のガバ
ナー杯の優勝というところまで話は行きつきました。

とにかく、怪我無く素晴らしい試合をしたいです。

だきます。有難うございました。

「私たちは、自分のためだけに生
きるべきではありません。誰か
のために“よいこと”をする喜び
のために生きるべきです」

（ロータリー財団創設者　アー
チ・クランフ）



ニコニコBOX

村橋：本日の卓話黒川様、よろしくお願いします。

嶽下：本日は代理卓話をお願いします。黒川様よろし
くお願いします。

杉村：ENJOY AND SAERVICE　永遠の友情を築こう。
本日もよろしくお願いします。

吉田：ニコニコ

早瀬：ニコニコ

高島：ヘンリーさん、ようこそ日本へ、ようこそ大阪中
之島へ

金森：やっと雨が降り、野菜が喜んでいます。

下岡：アトランタ国際大会の報告をいたします。

辻（一）：遅刻ですがすみません！

前田：昨夜新幹線に乗っていました。あと10分で新大
阪だというところで止まってしまいました。遠
かった・・・

村上：ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

栗山：ニコニコ

坂本：ニコニコ

井本：一昨日、皆様のご支援のお陰を持ちまして、無
事に開明中学・高等学校の認定状授与式が終
わりました。有難うございました。

C.P.HENRY：ニコニコ

本日合計 : ￥48,500
累　計 : ￥2,191,720
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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 2名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.00 %
6月1日の修正出席率 93.33 %

●メイクアップ
北村　讓   5 月18日 次年度親睦打ち合わせ
栗山 博道   6 月  8 日 次年度親睦打ち合わせ
  及び会員研修会
吉田 　了   6 月  8 日 次年度親睦打ち合わせ
  及び会員研修会

●本日のゲスト
嶽下会員ご紹介 ゲストスピーカー 黒川 弘章 様
西田会員ご紹介 北村 　薫 様

［日時］平成29年6月29日（木）
［開場］太閤園「オーキットテラス」

〈例　　　会〉18：00～18：30
例会開場  司会進行
   SAA　高島 凱夫
開場点鐘  会　　長
   村橋 義晃
ロータリーソング ソング委員
   戸田 佳孝
会長退任挨拶 会　　長
   村橋 義晃
幹事退任挨拶 幹　　事
   杉村 雅之
幹事報告  次年度幹事
   辻　 義光
出席率報告 出席委員
   藤本 淳司
ニコニコ発表 SAA
閉会点鐘  会　　長
   村橋 義晃

〈懇　親　会〉18：40～21：00
18：40 開　　会 司会進行親睦委員長
   辻　 一夫
18：41 開会挨拶 親睦副委員長
   辻　 一夫
18：45 乾　　杯 会　　長
   村橋 義晃
 　  ～ 会 食 ・ 歓 談 ～
18：55 表　　彰
 ・会長賞
 ・最優秀委員会賞
 ・ニコニコ大賞（金額・回数）
 ・ホームクラブ皆出席者
 ・100％出席者（メイクアップ含む）
19：20 新入会員の紹介と挨拶
 　紹介者 早瀬 道圓
 　新入会員 前田 隆司
20：50 閉会挨拶 会長ノミニー
   西田 末彦
20：55 手に手つないで
 ソング委員　戸田 佳孝

21：00 閉　　会

大阪中之島ロータリークラブ
最終例会・懇親会プログラム


