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2017年7月6日
第1158回（本年度 第1回）例会

2017-18年度のスタートにあたり
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 7/13 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　5大奉仕委員長 方針
　クラブ奉仕 木村 眞敏委員長
　職業奉仕 早瀬 道園委員長
　社会・青少年奉仕 辻 一夫委員長
　国際奉仕 嶽下 勇治委員長

♬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

今年度のスタートに際し、故井戸本会員が会長エレクトとして描かれ
た今年度の方針を御遺志として尊重し、今年度の活動方針とする事
と致しました。

2017-18年度の国際ロータリー会長イアンH．Sライズリー氏のテー
マ「ROTARY: MAKING A DIFFERENCE － ロータリー：変化をもたら
す」はロータリーの奉仕活動によって地域や世界に変化をもたらすと
仰っておられます。



2016-17年度第1157回（第45回例会）
幹事報告 (6/29)

幹事  辻 義光

■7月6日（木）は、会長、幹事の本年度の方針発表です。

■7月13日（木）は、四大奉仕委員会の本年度の方針発

表です。木村眞敏クラブ奉仕、早瀬職業奉仕、辻一夫

社会奉仕、嶽下国際奉仕各委員長よろしくお願いし

ます。

例会終了後に第2回8月度理事会が開催されます。理事、

役員の皆様はご出席いただきますようお願いします。

■7月15日（土）14：00～16：00、2017年度香港への

IA海外研修オリエンテーションが四天王寺高校・中

そして、RI第2660地区片山勉ガバナーは、当地区の
スローガンを「個性を生かし、参加しよう」と定められ
ました。

RI会長テーマと片山勉ガバナーのスローガンを受
け、大阪中之島ロータリークラブのモットーを
「Service: ALL for ALL」「奉仕：みんなはみんなのた
めに」とさせて頂きます。

大阪中之島ロータリークラブの会員全員が心を一つ
にして、変えてはいけない基本理念を共有し、会員そ
れぞれの個性を活かし、新しいことに積極的に取組
んでいけるクラブ活動を目指します。

今年度は、クラブ創立25周年を迎え、記念事業のイ
ンターアクトクラブ創設、記念祝賀会や姉妹クラブ台
北福齢RC創立20周年行事の相互訪問、三世代合同
社会奉仕事業の水上隣保館の支援事業等、沢山の
事業を予定しています。

これらの事業や活動を行うことにより、クラブの将来
や会員の皆様にとって、より良い姿になることを願っ
ております。

皆様のご理解ご協力を頂きますことを心よりお願い
申し上げます。

学校であります。辻義光、井本会員出席お願いします。

■7月18日（火）18：00からIM6組睦和会が開催されま

す。会長、幹事出席お願いします。

■7月20日（木）は13：00～14：00、クラブ奉仕委員会

のクラブフォーラムです。木村委員長よろしくお願い

します。

18：00より村橋会長、杉村幹事の慰労会を淀川邸に

て行います。

■2017年7月のロータリーレートは1ドル=111円です。

地区インターアクト委員会への出向委嘱状を受ける杉村会員

木村会員が退会の挨拶をされました



2016-2017年度 会長・幹事退任挨拶

会長  村橋 義晃、幹事  杉村 雅之

本日の例会をもって、今年度のクラブ公式行事の全てを
終えることになります。

今日の週報に掲載されている一年のあゆみを見て、其々
の場面や雰囲気を走馬灯の様に鮮明に思い出します。

理事役員の皆様、委員会の皆様、そして会員の皆様に
は、あらゆる場面においてご協力ご支援を頂き、心より
感謝申し上げます。

この一年間、例会の会長挨拶では、出来る限り自分の言
葉で、タイムリーな情報やお伝えしておくべき事につい
てお話しさせて頂きました。聞く立場の皆様には、堅苦
しく面白くない話が多かったかもしれませんが、少しで
もお役に立つことがあったなら幸いであります。

今年度は、松本ガバナーのテーマ“The  Idea l  o f  
Service”を受けて、クラブのモットーを”Enjoy･Service”
と定め、一年間の活動を心掛けてまいりました。

活動方針の発表のなかで”Enjoy”には、「楽しむこと」「享
受すること」”Service”には、「相手のために気を配って尽
くすこと」との意味もあるとお話し致しました。

この一年を振り返り、「ロータリーを楽しむことが出来た
か？」 「自分の言動によって、関係する人々に良い結果
をもたらし、その結果から何かを享受したと思えること
が有ったか？」 「誰かの為に気を配り、誰かの為に尽く
すことが出来たか？」

今年度の会長を終え、自分自身の様々な場面において、
掲げたテーマに沿った判断や言動をしてきたかと思い
返しました。

自分の考えや言動が必ず良い結果をもたらすとは限り

2016-17年度会長  村橋 義晃会長退任の挨拶

ませんが、「利他の心」のもとに行う言動が、いつか良い
結果に繋がると信じたいものです。

毎年、毎月、毎週の活動や行事を義務的にこなしている
だけではなく、ロータリーの仕組みを理解し有効に機能
させて、あらゆる奉仕活動を通じて達成感を感じ、共に
活動した人々と友情を深めていく機会が与えられること
が、ロータリーの素晴らしいところだと思います。

ロータリー財団創設者 アーチ・クランフの素晴らしい言
葉があります。「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“良いこと”をする喜びの
ために生きるべきです」

理屈っぽい退任挨拶になってしまいましたが、ロータ
リークラブに在籍する限り、ロータリーの原理原則を忘
れないロータリアンでありたいと思います。

今年度が終わり、来週から次年度がスタート致します。
次年度の一年間、今年度と同じ気持をもって、辻幹事と
二人三脚で会長を務めさせて頂きます。

宜しくお願い致します。

そして、杉村幹事には、数えきれない程お世話になりま
した。厳しい言葉や耳の痛い事も沢山言ってきましたが、
共に過ごした一年間は、楽しく有意義でありました。

感謝の気持で一杯であります。有難うございました。

最後に大阪中之島ロータリークラブが皆様にとって、素
晴らしい誇れる中堅クラブになることを心より願い、会
長の退任挨拶と致します。

有難うございました。



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。

まずは今年度1年間、クラブ運営に多大なるご協力を賜り
理事役員の皆様、会員の皆様、心より感謝申し上げます。

さて、今年度は規定審議会による定款・細則の改正に伴
い、クラブ細則の改正をするにあたり数回の臨時総会を
開催し、大きな改正点としては入会金を廃止し大阪中
之島基金を設立致しました。そして大きな事業として大
阪東ロータリークラブ様と共に開明中学校・高等学校に
インターアクトクラブを創立することができました。青少
年奉仕事業に貢献できますことは大阪中之島ロータ
リークラブの一員として、大きな喜びであり名誉なこと
であります。

また、今年度より3世代クラブ有志合同懇親会を催し、3
世代クラブのより一層の親睦を図ることができました。

今年度の奉仕事業は

①ベトナム ダナン病院におけるVTT人道奉仕プロ
ジェクトの継続

②岩手県の野田村における小・中学校スポーツ少年
団の支援

③大阪天満橋ロータリークラブ様・大阪大手前ロータ
リークラブ様と共に三世代クラブ合同奉仕事業

④成美学寮支援事業

⑤台湾台中の貧困家庭児童への支援

⑥台北福齢ロータリークラブ様の奨学生支援

⑦米山奨学生の世話クラブ

これらの事業を滞りなく達成できましたのもひとえに会員
の皆様のご尽力によるものと改めて感謝申し上げます。

先ほども申し上げました規定審議会でも“クラブは、善良
さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業上お
よび（または）社会でよい評判を受けており、地域社会
（または）世界において奉仕する意欲のある成人によっ

2016-17年度幹事  杉村 雅之幹事退任の挨拶

て構成されるもとのする”と示しています。

幹事就任の挨拶でも申し上げましたが、ロータリーアン
は4つのテストに照らし合わせて現行するものだと考え
ます。“真実かどうか” “みんなに公平か” “好意と友情を
深めるか” “みんなのためになるかどうか” 幹事就任中
の1年間あらためて考え行動してまいりました。

また、クラブ戦略計画委員会の指針である、“地区内の
中堅クラブ－会員数もしかり、会員が醸し出すクラブの
品格等においても「中堅以上」・「魅力ある」クラブを目
指す”と言う素晴らしい目標を実践すべく次年度・次々
年度と邁進する所存でございます。今後ともご指導、御
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、Rotary Serving Humanity（人類
に奉仕するロータリー）・The Ideal of Service（ロータ
リーの根幹精神）そしてEnjoy・Service FOREVER

簡単ではございますが、幹事退任の挨拶とさせていた
だきます。

本当に1年間ありがとうございました。心より感謝申し上
げます。



大阪中之島ロータリークラブ　2016-2017年度最終例会・新入会員歓迎会大阪中之島ロータリークラブ　2016-2017年度最終例会・新入会員歓迎会





平成29年度 全国ロータリークラブ野球大会 前夜祭
2017年7月4日（火）18：00よりノボテル甲子園ホテルにて平成29年度全国ロータリークラブ野球大会前夜祭が開催
され、中之島RCからは10名が参加しました。恒例のふるさと自慢大会では中之島RCは昨年と同じくラジオ体操第1を
全参加者で行い見事優勝しました！試合は残念ながら雨のため中止となってしまいましたが、野球同好会一同団結し、
今年もがんばって行きたいと思います。



ニコニコBOX

村橋：ENJOY SAERVICE  1年間の皆様の友情に感謝。
有難うございました。

嶽下：ニコニコ

杉村：ENJOY SAERVICE  1年間有難うございました。

西田：村橋会長、杉村幹事1年間お疲れ様でした。

満村：村橋会長、杉村幹事1年間お疲れ様でした。

辻（義）：ニコニコ

栗山：前田さん、大歓迎です。

吉田：ニコニコ

早瀬：村橋会長、杉村幹事1年間お疲れ様でした。
戸田先生、初診料丁寧に有難うございます。ニ
コニコ

高島：村橋会長、杉村幹事はじめ皆様、1年間お疲れ
様でした。
次年度も会員全員で大阪中之島の増強、結束
力の増大に力を注ぎましょう。

金森：村橋会長、杉村幹事1年間お疲れ様でした。

辻（一）：皆さん、1年お疲れ様でした。

北村：お疲れ様でした。

前田：今日は主賓です。皆様よろしく

村上：村橋会長、杉村幹事1年間お疲れ様でした。

檜皮：村橋会長、杉村幹事素晴らしい1年を有難うご
ざいました。

木村（佳）：大変お世話になりました。

戸田：村橋会長、杉村幹事1年間お疲れ様でした。有
難うございました。

井本：村橋会長、杉村幹事1年間お疲れ様でした。

藤本：村橋会長、杉村幹事1年間お疲れ様でした。

本日合計 : ￥56,000
累　計 : ￥2,247,720
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6

●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 25名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 80.64 %
6月8日の修正出席率 93.33 %

●メイクアップ
坂本 　恵   6 月20日 インターアクト認定状授与式

●本日のゲスト
名誉会員 伏見 　隆 様
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

●誕生日
早瀬 道圓 ［  1 日］
檜皮 悦子 ［  7 日］

●事業所設立記念
山本 　肇 　株式会社関西建設［昭和51年］
北村 　讓 株式会社アークエース［昭和57年］
井本 万尋 株式会社保険コンシェルジュ［平成20年］

Congratulations!7月のお祝い7月のお祝い

檜皮会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!


