
（ 7月13日）

1160

2017年7月20日
第1160回（本年度 第3回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 7/27 のお知らせ
♬SONG : 「夏の思い出」
●卓話　小委員会委員長 方針
　会員増強 杉村 雅之 会員
　例会運営 西田 末彦 会員
　親睦活動 北村 讓 会員
　会員研修 下岡 陽一郎 会員
　SAA 山本　肇 会員
　会計 嶽下 勇治 会員

♬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

本日は、五大奉仕委員長に方針発表をして頂きます。

五大奉仕について、少しお話しさせて頂きます。クラブ奉仕、職業奉
仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕の5つの奉仕部門を総称して五
大奉仕としています。

各委員会の活動内容は異なりますが、基本的な活動方針は、RI－地
区－クラブと一貫していなければなりません。



2017-18年度第1159回（第2回例会）
幹事報告 (7/13)

幹事  辻 義光

■本日は、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
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

その為にも各委員長は、ガバナーが主催するセミ
ナーや地区委員会が開催するクラブ委員長会議等
に出席し、ガバナーや地区委員会から情報を得て、ク
ラブの委員会活動に反映させることが推奨されてい
ます。

クラブの委員会が行うプロジェクトは、単年度で完結
する場合と次年度に継続する場合があり、地区補助
金を活用して行う事業の場合は、4月末の申請期限
から次年度の6月末が最終報告期限となり、必然的
に次年度と連携して計画、実施、報告を行う必要があ
ります。

そして、R財団の補助金を有効に活用する事により、
少ない財源にて大きな事業を行なう事が可能になり
ます。

いたします。

■8月3日（木）、中嶋ガバナー補佐の訪問です。
例会終了後13：40より中嶋ガバナー補佐をお迎えし
て第1回クラブ協議会を行います。各理事･役員の皆
様よろしくお願いします。

■8月3日（木）、8月の会員増強拡大月間として、杉村増
強・維持委員長の卓話です。よろしくお願いいたします。

■8月3日（木）～6日（日）、2017-18年度インターアクト
海外研修があります。開明中学校、高校インターアク
トクラブとともに、辻、井本会員が参加します。

■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

慰労会のお知らせ

本日18時より村橋会長、杉村幹事慰労会を
淀川邸にて開催いたします。
沢山のご出席宜しくお願いします。

本日のメニュー

・コールビーフの彩り野菜
・スズキのポワレ　香草パン粉焼き　小海老添え

温野菜添え　バジル、トマトソース
・生ハムとチーズ、クルートのサラダ、コーヒー、パン



2016-17年度

5大奉仕委員長方針

クラブ奉仕委員会活動方針

2017～2018年度のクラブ奉仕委員会の委員長を拝

命しました木村です。この1年間よろしくお願いします。

ところで、クラブ細則第10条の第2節で、クラブ奉仕

委員会のことが規定されており、その1）において、「ク

ラブ奉仕委員会は、クラブ奉仕委員会委員長とクラブ

奉仕の特定の分野を担当する全ての小委員会の委

員長及び委員によって構成される」と規定されてお

り、同条同節2）において「クラブ奉仕委員会委員長

は、クラブ奉仕の諸活動全部に責任を持ち、かつクラ

ブ奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる小

委員会の仕事を監督、調節する任務を持つものとす

る」と規定されています。

そして、上記小委員会は下記の如くである。

記

①会員維持・増強小委員会（杉村委員長）：

　会員の増強、選考、職業分類

②例会運営小委員会（西田委員長）：

　出席、ソング、会報、プログラム

③親睦活動小委員会（北村委員長）：

　会員親睦、例会受付、ビジター対応

④会員研修小委員会（下岡委員長）：

職業奉仕委員会活動方針報告

25周年にあたりベテランの早瀬会員が委員長を引き

受けて下さったので、檜皮副委員長を中心に早瀬委

員長を支え、充実した委員会にするように努力します。

クラブ奉仕委員会 委員長　木村 眞敏

職業奉仕委員会
委員長　早瀬 道圓（代理：戸田 佳孝）

　会員研修、規定情報、広報

要するに、クラブ奉仕委員会は、クラブの対内的基本

的事項のほぼ全般に及ぶ事項を担当する小委員会を

監督、調整することを基本的な任務とするものである。

殊に、例会はロータリー活動の基本的、かつ、最大の

活動であると思慮するところ、当委員会としましては、

各小委員会を管理・監督することにより、上記小委員

会の諸活動が有機的、効率的に運営され、結果、充実

した例会運営を通じて、クラブの活性化を達成したい

ものと思っております。

要するに、例会の「充実」「活性化」というのは、楽しい

例会を実現すると言うことである。

例会が楽しければ、出席率は増え、会員の維持・増強

に資するのである。

今年1年、各委員長、委員と力を合わせ、当クラブが

楽しく、発展するよう頑張っていきたいと思っていま

すのでよろしくお願いします。



2016-17年度の活動方針

今年度の社会奉仕委員会の主たる活動は2つ行います。

1．障害者福祉施設「成美学寮」への支援

今年度も大阪天満橋ロータリークラブのロー

社会・青少年奉仕委員会 委員長　辻 一夫

今年度の青少年奉仕では先日6月20日に無事に開明中

学校・高等学校のインターアクトクラブの認定状伝達式

が皆様のおかげをもちまして成功しまして部員30名顧

問2名で正式に認定されました。

インターアクトの活動は、

・地域社会のリーダーから指導を受けたり世代を超え

た絆を築く

・リーダーシップのスキルを育む

・海外の若者たちと交流する

等です。

8月3日～8月6日に海外研修が香港で行われますので、

社会・青少年奉仕委員会
青少年奉仕担当 井本 万尋

前年度満村委員長が開始された陽松庵での研修を

踏襲し、2017年10月22日：台北福齢RCのメンバーも

交えて座禅体験を行います。今回は陽松庵様に昼食

の負担をおかけしないため弁当を用意したいと思い

ます。

2018年初旬：室内観葉植物を貸与する会社ユニ

バーサル園芸（茨木市）への職場訪問予定です。

その他、開明高校への出前授業（満村会員）を予定し

ています。職業奉仕月間には、職業奉仕の考え方につ

いて討論し合う予定です。会員企業の設立を記念し

該当付きに記念品を贈呈します。何とぞ、ご協力のほ

どお願いします。

ターアクトの皆様の協力を得て、12月初旬の土

曜日に、学寮の寮生とともに餅つき大会を行い、

楽しくふれあいたいと思います。また多数の会員

参加を促します。

2．三世代合同社会奉仕事業

今年度は当クラブが幹事役です。11月19日（日）

に予定しております。

当クラブとしては、大阪大手前ロータリークラブ、

大阪天満橋ロータリークラブ様と協力して素晴

らしい奉仕活動を実施したいと思っております。

なお、具体的な活動内容は、両クラブの了解を

得て、大阪水上隣保館の生徒とともにエイサー

の発表と食事会を実現したいと思っております。

こちらも多数の会員参加をお願いいたします。



国際奉仕委員会 委員長　嶽下 勇治

今年度の活動方針・計画・予算

本年度国際奉仕委員長を仰せつかりました嶽下勇治

でございます。1年間どうかよろしくお願い致します。

本年度の国際奉仕委員会活動方針は、年次計画書に

ありますように、国際奉仕事業への参加意識の向上と、

世界の文化、慣習などに触れ親しむこととしています。

Ⅰ 活動計画は、人道的国際奉仕活動として、

①台北福齢ロータリークラブ提唱の奨学金制度

への参画

②台北福齢ロータリークラブとの共同事業の実施

③ベトナムVTT事業の補完活動の実施

Ⅱ 国際レベルの教育及び文化活動とて、

①米山奨学生・ロータリー学友会と連携を深め、

世界の文化・慣習・問題などに触れ、人道的奉

仕の環境を整えて行きたい。

②台北福齢ロータリークラブとの相互訪問での親

睦を深めていきたい。

日　時：2017年7月13日（木）　13：40～14：40
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・木村・杉村・北村・下岡・辻（一）・嶽下・山本・辻（義）・藤本　以上10名（敬称略）
配布資料：
　1．2017-2018年度　委員会構成

2017-2018 年度 第2回　8月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

本日もお忙しい中お集まり頂きましてありがとうござ
います。今年度は多くの事業を予定しておりますが、
この理事会でご協議をお願いする事で、それぞれの
事業が滞りなく進行できますように皆様にはご協力
いただければと思います。どうぞ宜しくお願いします。

【審議事項】

1. 小林会員の出席規定の免除について

・例会出席規定の免除

・休会中の会員費については食事代金を免除

　⇒［ 承認 ］

2. 北村薫会員の所属委員会について

・配布資料　2017-2018年度委員会構成表にて確認

の上　⇒［ 承認 ］

3. 名誉会員の資格について

・次回第3回理事会で名誉会員の終結規定条文（案）

を検討　⇒［ 継続審議 ］

4. 新入会員の入会申込みについて

・丸山澄高氏の入会　⇒［ 承認 ］

5. 九州北部の豪雨被害に対する義捐金募金について

・義捐金¥50,000－を募金　⇒［ 承認 ］

今年度のメインのイベントになります。まだ立ち上がっ

たばかりのクラブですので手探りですが道標をしっかり

と付けていきたいと思います。

開明中学校・高等学校のインターアクトクラブの活動は

最近では大阪市社会福祉協議会のボランティア活動で

南海トラフに備えてのハザードマップの確認、非常伝言

板トライアル、非常炊き出しを行う予定だとか。

当クラブもいろんな側面で協力できればと思っておりま

す。1年間よろしくお願いいたします。



6. 大阪中之島ロータリークラブ25周年記念事業

・会員、家族共に会費を¥10,000とする　⇒［ 承認 ］

7. ポリオ撲滅募金箱の設置

・今年度も引き続き設置　⇒［ 承認 ］

【報告・確認事項】

1. 2017-2018年度　委員会構成表

・一部訂正、次回第3回理事会で確認

2. 秋の家族親睦会について

・舞洲　森とリルのBBQフィールド

9月16日（土）16：00～18：00

・子供が参加できる家族会とする

・参加人数は現在約30名

3. 成美学寮餅つき大会

・予定：12月2日（土）

閉会の挨拶（木村会長ノミニー）

皆様、ご苦労様です。理事会での活発な議論をありが
とうございます。

これから一年間この理事会の皆様と共にがんばって
行きたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

【’17年8月 行事予定】　（会員増強・拡大月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

18日（木）

24日（木）

31日（木）

1162

1163

-

1164

1165

5

6

-

7

8

中嶋 ガバナー補佐訪問日（予定）
会員増強・維持小委員会卓話

祝日①

片山ガバナー公式訪問日

第1回クラブ協議会

第3回9月度理事会

会員増強・維持委員会 : 
杉村委員長

卓話担当：戸田会員

卓話担当：辻一夫会員

【’17年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1166

1167

1168

1169

9

10

11

12

臨時総会（事業・決算報告）

卓話担当：梅原会員

卓話担当：米倉会員

前年度事業報告：杉村会員
前年度会計報告：村上会員
前年度会計監査：嶽下会員

卓話担当：吉田会員

第4回10月度理事会
指名委員会開催

地区財団セミナー
　日程：8/26（土）
　会場：大阪YMCA会館
◆クラブ戦略計画委員会

米山奨学委員会クラブ米山奨学
委員長カウンセラー研修会
秋の家族会
　日程：9/16（土）
第1回クラブ社会奉仕委員長会議
クラブ青少年奉仕ロータアクト
正副委員長会議

【’17年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

21日（（土）

26日（木）

1170

1171

-

1172

1173

13

14

-

15

16

米山月間

次年度理事・役員発表
社会奉仕委員会フォーラム

10/21に変更

創立25周年記念式典
太閤園　ダイヤモンドホール

第5回11月度理事会

米山奨学委員会：
小林委員長

社会奉仕委員会：
辻一夫委員長

卓話担当：安達会員

秋のRYLAセミナー（ホスト：豊中）
　日程：10/7（土）～9日（月）
米山奨学委員会カウンセラー対象
リクレーション
　日程：10月（日）10：00～



7月1日（土）、第4回 RI第3ゾーン戦略計画推進セミ
ナーが岡山市で開催されました。RI D2660からは、若
林RC、横山RPIC、溝畑ARRFC、高島ARCが開催側として
参加。その他、D2660からは、片山DG、山本DGE,梅原  
一樹公共イメージ・広報委員長始め9名の方が参加さ
れました。

RC部門は、三木 明RI理事エレクトが「会員増強につい
て」、RPIC部門は「地域社会に密着したロータリー広報
活動」「若い世代向けのロータリー広報活動」、RRFC部

第4回 RI第3ゾーン戦略計画推進セミナー

【確認、報告事項】

1. 出欠確認、配布資料の確認

2. 第5回親睦活動小委員会

日　時：8月3日（木）午前11時～　

場　所：太閣園　2F

3. 社会・青少年奉仕委員会と合同委員会三世代合同
社会奉仕事業（案）

・大阪水上隣保館の支援事業

実施日：11月19日　午前10時～午後3時

※上記事業の実施につきましては親睦活動小委員

会も支援・協力していきます。

4. クラブ創立25周年記念祝賀会（予定）

日　時：10月21日（土）午後6時～

日　時：2017年7月6日（木）　13：40～14：15
場　所：太閣園2F
出席者：木村（副会長）・辻義光（幹事）・北村（委員長）・藤本（副委員長）・前田・嶽下・辻・米倉（副委員長）　 以上8名（敬称略）
配布資料：
　1．第4回親睦活動小委員会レジュメ 2．第3回次年度親睦活動小委員会議事録
　3．親睦活動小委員会出席表

第4回　2017-18年度親睦小委員会議事録
〈社会・青少年奉仕委員会と合同〉

場　所：太閣園

打ち合わせ事項：25周年実行委員会打ち合わせ内容、

演奏者

4. クラブ創立25周年記念祝賀会（予定）

・クリスマス家族会演奏責任者・高島優羽氏と打ち合せ

日　時：7月12日（水）午後7時～　

出席者：北村親睦委員長、藤本・米倉副委員長、嶽下

会員

・創立25周年祝賀会演奏責任者・中野順哉氏・高曲伸

和氏と打ち合わせ

日　時：7月26日（水）午後6時～

出席者：北村親睦委員長、藤本副委員長、嶽下会員

門は「ポリオの現況と協力について」「大口寄付の現況
と協力について」、以上の講演の後、第3ゾーン11地区
のガバナーが「地区の現況と目標」を就任早々のフレッ
シュなガバナーが抱負を語りました。

最後は、石黒 慶一RI理事が「戦略計画実施の重要性」
を説きました。

2018年7月7日は大阪で開催されます。



ニコニコBOX

村橋：五大奉仕委員会の方針発表、よろしくお願いし
ます。

辻（一）：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：暑い！！ニコニコ

下岡：ニコニコ

村上：暑いですね。体調に気をつけましょう。

北村（薫）：夏ですね～。ばてない様にしましょう。

戸田：ニコニコ

栗山：ニコニコ

杉村：暑くてうっとおしい日が続きますが、ご自愛くだ
さい。

坂本：ニコニコ

米倉：ニコニコ

本日合計 : ￥28,000
累　計 : ￥101,000
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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 0名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.64 %
6月22日の修正出席率 93.33 %

●メイクアップ
安達 昌弘   7 月  4 日 甲子園前夜祭
北村 　讓   6 月13日 地区職業奉仕委員会
戸田 佳孝   6 月27日 吹田江坂RC
米倉 由美   6 月20日 インターアクト認証状伝達式

岡本 啓吾会員のロスター掲載の住所に
誤りがございました。

（誤）〒631-0825→   （正）〒631-0832　
（誤）西大寺新田→　（正）西大寺新田町

訂正のほどよろしくお願いいたします。

7月15日（土）、大阪YMCA会館において第1回公共イ
メージ向上委員会セミナーが開催されました。

大阪中之島ロータリークラブからは高島パストガバ
ナー、村橋会長、嶽下会員研修小委員、梅原公共イメー
ジ・広報委員長が出席しました。

まず、片山ガバナーより公共イメージ向上に向けた広報
活動の必要性を中心としたお話をいただき、続いて横
山パストガバナーより「第3ゾーンからの視点での公共
イメージの向上」「クラブセントラルの活用について」、
ロータリーの友地区代表委員の藤田様より「ロータリー
の友について」、梅原公共イメージ・広報委員長より「具
体的活動内容と、公共イメージと認知度の向上の為の

公共イメージ向上委員会セミナー
広報活動について」、大阪アーバンRCの松尾委員より
「MY ROTARY登録率向上の為の注意点、効果的な取
組み方法について」のご説明をいただきました。

その後、梅原委員長より「ロータリー・クラブセントラル
の概要について」、山西委員より「取材依頼書を活用し
た認知度向上の為の広報活動について」のご説明をい
ただき、山本ガバナーエレクトよりご講評を頂戴して今
回のセミナーは閉会いたしました。

公共イメージと認知度の向上はロータリーのブランド力
を高めることであり、目標を達成するには継続して取組
む事が重要です。皆様の積極的・効果的な広報活動へ
のご協力をお願いいたします。


