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2017年7月13日
第1159回（本年度 第2回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 7/20 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

前年度の理事役員各位と会員の皆様には、一年間ご支援ご協力を頂
き、心より感謝と御礼を申し上げます。

本来ならば、井戸本さんが会長就任挨拶をされる予定でありました
が、予期せぬ事態により、二年続けて会長を務める事となり、様々な
思いが交錯しましたが、全てを受け入れることが最良の判断であると
自分の気持を整理し、7月の新年度を迎えました。

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　クラブ奉仕委員会

クラブフォーラム（～14：00）
　木村 眞敏委員長



2017-18年度第1158回（第1回例会）
幹事報告 (7/6)

幹事  辻 義光

■7月6日（木）13：40より親睦活動小委員会の会議が
例会前ミーティングスペースであります。

■7月13日（木）は、五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
学校であります。辻義光、井本会員出席いたします。

■7月18日（火）18：00からIM6組睦和会が開催されま
す。会長、幹事出席いたします。

■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

今年度は、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
活動方針と致しました。

前年度のモットー“Enjoy･Service”から今年度は
「Service: ALL for ALL」「奉仕：みんなはみんなのた
めに」このモットーを念頭に努めてまいります。

今年度の理事役員や各委員会、会員の皆様には、一
年間お世話をお掛け致しますが、辻義光幹事と二人
三脚で一年間務めてまいります。ご支援ご協力をお
願い申し上げます。

今年度は、「みんなはみんなのために」を実践する
ロータリアンであり続けたいと思います。

皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げ、新年度を
スタート致します。

て行います。

■7月27日（木）は、今年度のSAA、会計ならびに小委員
会活動方針です。山本SAA、嶽下会計、杉村増強･維
持、北村親睦活動、下岡研修各委員長よろしくお願い
いたします。

■地区より2019年規定審議会・立法案提出についての
案内が来ています。

1．提出期限：2017年9月30日（土）地区ガバナー事
務局必着。

2．提案方法、提案書、地区の承認、など詳細について
は会長、幹事に聞いてください。

■ロータリー学友交流会開催のご案内が来ています。
学友や青少年奉仕プログラム参加者並びにロータリ
アンとの交流を目的とした交流会です。

1．日時：8月5日（土）～8月6日（日）

2．場所：大阪府立青少年海洋センター

3．申込：7月14日（金）まで

4．料金：ロータリアン　5,000円
　　　  学友　3,000円

小　鉢 焼鯵と胡瓜もみ　土佐酢かけ
焼物八寸　カマス木の芽味噌焼き
 　青梅　玉子焼きと鴨ロース
 　はじかみ
造　り 牡丹鱧　梅肉
 大根ケン　胡瓜ケン　人参ケン
 大葉　紅縦
煮　物 野菜信田巻き　木の葉南瓜
 ベーコン旨煮　インゲン　木の芽
蓋　物 冷やし湯葉のせ茶蕎麦　山葵
食　事 玉蜀黍御飯
香の物 三種盛り
止　椀 野菜の味噌汁

本日のメニュー



故 井戸本会員が会長エレクトとして描かれた方針を御
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 国際ロータリー会長イアンH．Sライズ
リー氏は本年度のテーマを「ROTARY: MAKING A 
DIFFERENCE － ロータリー：変化をもたらす」とされま
した。「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（ロータリー
が変化をもたらす）事と言っておられます。 

持続可能な奉仕というロータリーの目標にとって、環境
保護と温暖化抑止が極めて重要であり、影響を最も受
けやすいのは弱い立場にある人たちであり、そのような
人たちこそ、ロータリーが助けていく必要がある。

又、ロータリーの未来を守るため男女のバランスの改善
と平均年齢の引下げを求められました。

最後に「一人ではできないことも力を合わせれば実現
できると私たちは知っている（中略）このチームワークと
協力の精神を忘れずに実践することを要請されました。

2017-18年度 国際ロータリー第2660地区ガバナー片
山勉ガバナーは、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。

基本理念の変えてはならないものとして、ロータリーの
目的（綱領）・価値観・行動基準（4つのテスト）とし、ロー
タリアンの持つ優れた個性と、地域や国の持つ様々な
特性やニーズに合う奉仕活動をロータリーの理念・目
的・行動基準のもと、クラブが主体となり全員参加で実
行し、魅力のある・元気のある・個性のあるクラブであり
続けることが出来るとされました。

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。

第2660地区片山勉ガバナーの具体的目標は次の5項
目です。

1．基本理念と奉仕活動の実践

会員の職業を通じ、そのプロフェッショナル性を生
かし、社会の規範となるロータリアンが集うクラブ
を目指します。

奉仕活動は、経験豊富なロータリアン、ある程度の
経験を有した中堅ロータリアン、そして、大阪中之
島ロータリークラブの未来を担う新しいロータリア
ンが其々の特性を生かして奉仕活動を実践します。

25周年記念事業として、開明中学校・開明高校に
インターアクトクラブの創設を提唱し、新たな青少
年奉仕活動の柱と致します。

2．戦略計画（将来構想）の推進

大阪中之島ロータリークラブが目指す「中堅クラブ
を実現化させる為」他クラブの模範となるロータ
リークラブを目指します。

会員増強については2016-17年度のタスクチーム
を継続するとともに再編し、会員一人一人が心か
ら増強を図ることを共有できる会員増強チームと
して構成します。

3．ロータリー米山記念奨学会　財団設立50周年

地区が行う50周年記念事業に積極的に参加し、会
員の同意のもと記念事業への参画を図ります。ま
た、引続き奨学生の受入れに積極的に取組みます。

4．ポリオ撲滅

2019年頃のポリオ発症例ゼロを目指し、地区の方
針の下に取組みます。

5．公共イメージ向上

マイロータリーの登録率100％を目標に積極的に
取組みます。

又、地区の「取材依頼票」等の活用を図り広報活動
を強化します。

これからの一年間、クラブ活動の基本であります例会の
運営は明るく楽しい出席率の高い例会運営を目指します。

2017-18年度　大阪中之島ロータリークラブの活動方針

会長　村橋 義晃



故井戸本会長エレクトのロータリーへの思い入れやご
遺志を大切に、今年度も会長を継続される村橋会長を
幹事として微力ながら全面的に協力いたします。

RI2660地区の中堅クラブを目指すという方針のもと、
会員の増強、奉仕活動の充実を計ります。会員のコミュ
ニケーションを大切に、ロータリー精神の根幹である職
業奉仕、親睦のもと、会員それぞれが職業を通じて培わ
れた経験値、倫理観を親睦に生かし、社会への奉仕に
繋げていきたいと思っております。

本年度も47回の例会がございます。会員の皆様をいつ
も明るい笑顔で迎えたいと思います。この一年間皆様の
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

２０１7-１8年度 幹事挨拶

幹事　辻 義光

メイキャップを通して他クラブの良いところを情報とし
て共有し、日々改善に取組みます。

今年度、担当する三世代合同社会奉仕事業は、社会奉
仕委員会が中心となり、水上隣保館の生徒達の日頃の
研鑽をお披露目して頂く企画を検討致します。

各委員会、及び、SAAは、各委員のアイデアを大いに活
用して頂き、活力のある委員会活動を目指します。

25周年記念事業は、当クラブ創設以来の歴史をしっかり
引継ぎ実行委員長のもとに全員参加で実行して参ります。

これらの目標を実行するためには会員各位のご理解と
ご協力が不可欠であります。

この一年間、仲間として共にご協力頂きますことを心よ
りお願い申し上げます。

皆さんこんにちは。

皆さんのおかげで、先週末ロータリーの総会に参加い
ただきました。受付準備の間も、総会中も、帰り道も、た
くさんの人たちのライフストーリーを聞いて、広いの人
生の道を見られました。

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）

台湾の一人の方は教育系の出身ですが、日本に来てか
ら初めて商社に勤め、今は10年以上も経ちました。

アメリカで生まれ、30代日本に帰国し、ロータリーのお
かげで日本教育を受けて、今年高校の英語教師になり
ました。

香港からの修士生は動物ファームの空気汚れの問題に
重視し、環境保護とその後ろの文化視点をパッション
持って、前向きに進んでいるの方もいました。

色々な方のパッションと暖かさは私にとってはすごくな
力になりました。ロータリーからこのような国際交流の
機会をくださって、本当にありがたいなことでした。

先週やっと世界睡眠学会に子どもの歯ぎしりの研究の
抄録を出しました。この中に井本様のお子さんもいまし
た。ありがとうございます。梅原様と米倉様のお子さん研
究の協力くださって、誠にありがとうございます。

皆さん本当にありがとうございます。



▲お誕生日のお祝い：左より早瀬 道圓会員・村橋 義晃会長・
　檜皮 悦子会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より井本 万尋会員・山本 肇会員・
　北村 讓会員・村橋 義晃会長

檜皮会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!

北村 薫会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 大阪中之島ロータリークラブへ

大阪中之島ロータリークラブ野球同好会が
平成29年度全国ロータリークラブ野球大会前夜祭において

お国自慢大賞を受賞しました

Congratulations!



ニコニコBOX

村橋：新年度のスタートです。
良き1年になるように努めてまいります。

西田：村橋会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

辻（義）：1年間よろしくお願いします。ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

早瀬：新年度です。ニコニコ

辻（一）：蒸し暑いですね。ニコニコとはいかない気が
しますが、皆様頑張りましょう。

嶽下：新年度にニコニコ

吉田：ニコニコ

福田：年初です。ニコニコ

高島：新年度、村橋会長、辻幹事はじめ執行部の皆様、
魅力あるクラブにして下さい。

金森：新年度、気分新たに村橋丸出発です。

下岡：村橋会長、2年目ご苦労様です。

北村（讓）：新年度、皆様よろしくお願いします。

前田：村橋さん、もう1年間頑張って下さい。

村上：今日から新年度。ニコニコ

檜皮：村橋会長、辻幹事よろしくお願いいたします。

北村（薫）：出戻り新人です。よろしくお願い致します。

満村：早退します。ニコニコ

戸田：新年度のスタートですね。よろしくお願いします。

杉村：今年度もよろしくお願いします。
北村薫会員、お帰りなさい。

梅原：村橋会長、辻幹事1年間よろしくお願いします。

藤本：皆様、今年もよろしくお願いします。

米倉：先週お休みした間に会長賞をいただきました。
有難うございます。
本年度もよろしくお願いします。

茨木RC　簡 仁一 様：
2年連続の村橋会長にエールを！

茨木RC　三好 千代子 様：
明るく楽しい雰囲気の中之島の方々に暖かく接
していただき嬉しいです。
これからも度々メーキャップさせて頂きますの
でよろしくお願い致します。

本日合計 : ￥73,000
累　計 : ￥73,000

6
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●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 3名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 1名
出席者 27名 外国ゲスト 1名
欠席者 4名

出席率 87.09 %
6月15日の修正出席率 93.33 %

●メイクアップ
北村 　讓   6 月  8 日 次年度親睦委員会
下岡 陽一郎   6 月10日 アトランタ国際大会

●本日のゲスト
北村会員ご紹介 丸岡 澄高 様
米山奨学生 蘆　 聖芸 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。

●本日のビジター
徳島RC 西野 武明 様
茨木RC 簡　 仁一 様
茨木RC 三好 千代子 様


