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会員増強・拡大月間
月間テーマ（8月）

第1162回（本年度 第5回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 8/10 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ロータリアンに起きやすい
　　　　関節の痛み
　戸田 佳孝 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　会員増強・維持卓話
　杉村 雅之委員長
■中嶋ガバナー補佐 訪問日
■第1回 クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム

姉妹クラブである台北福齢RCからC.P.henry氏、会長エレクトSteve氏
が計画中のモンゴルへの救急車寄贈プロジェクトの打合せと説明に
来られました。後ほどhenry氏に概況説明をして頂きます。

昨日、大阪中之島ロータリークラブが提唱してきました、開明中学校・
高等学校インターアクトクラブは、2017年7月14日に大阪東ロータ



2017-18年度第1161回（第4回例会）
幹事報告 (7/27)

幹事  辻 義光

■本日は今年度の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。

■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

リークラブの共同提唱申請がRIに承認され、両クラブ
が正式にスポンサークラブとなった事をご報告致し
ます。

先週18日にIM6組の会長幹事会に辻幹事と出席し
てきました。今年度の初回開催であり、片山ガバナー
も出席され、11クラブの会長幹事から今年度の方針
や抱負の発表がありましたが、最も多い課題が会員
増強であり、共通の問題が多く見受けられました。

ガバナーや地区委員会が主催するセミナー、クラブ
委員長会議等に出席された会員は、その内容等をク
ラブにおいて委員会報告や週報に投稿して頂き、出
席して得られた情報を会員にお知らせ下さいます様
お願い致します。

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。

■8月10日（木）、戸田会員の卓話です。戸田会員よろ
しくお願いいたします。

■8月17日（木）は休会です。

■開明中学校・高等学校インターアクトクラブの共同
提唱クラブとして、大阪東、大阪中之島RCがRIより
7月14日に認定されました。

■地区より2017-18年度の卓話銀行の案内が来て
おります。

　一般講師として社会奉仕関連として大阪府警察本
部、大阪保険観察所の各担当者様など、教育･文
化・趣味関連として日本ペンクラブ会員の方、モデ
ル・カメラマン、元NHKアナウンサーなど多種多様
です。

　代理卓話で興味のある会員は幹事か事務局江川
さんにご連絡ください。

　因みに謝礼は原則3万円です。

ヘンリー様より

Tks so much for all members of 
NAKANOSHIMA RC.

姉妹クラブ台北福齢ロータリークラブのヘンリー様
とSTEVE会長エレクトが、グローバル補助金による
モンゴル支援事業協力お願いとご説明にお越しくだ
さいました。



各小委員会活動報告

会員増強・維持小委員会、親睦活動小委員会、会員研修小委員会、SAA、会計

クラブ戦略計画委員会の目標の地区内の中堅クラ
ブを目指すにはやはり会員数50名が相当だと考え
ます。

また、前年度には前田会員、今年度には北村会員が
再入会頂きました。それは何よりも大阪中之島ロー
タリークラブが魅力のあるクラブであるからだと感じ
ています。“色んな意味で魅力のあるクラブ”が会員維
持にもつながってくるものだと考えます。

さて、今年度の具体的な活動方針は、前年度檜皮委
員長の基で立ち上げました会員増強タスクチームに
若干の変更を施し踏襲してまいります。

皆様の御協力を賜りますようよろしくお願いいたし
ます。

今年度の活動方針と活動計画をご報告いたします。

初めに今年度の活動方針ですが、今年度はクラブ創
立25周年でもありますので、多くのクラブ活動を予定
しております。関係委員会と連携し親睦を図り、より良
い事業となるように努め、会員の皆様に積極的にご
参加いただけますように事業を企画し、参加率を高
めたいと思います。

また、ご家族が楽しく参加できる事業を計画して参り
たいと思いますので、会員の皆様にはご協力をお願
いします。

会員増強・維持小委員会 委員長  杉村雅之

親睦活動小委員会
委員長  北村 讓（報告：副委員長  藤本 淳司）

次に活動計画ですが今年度は6つの事業を計画して
おります。

1．9月16日（土）家族親睦会　バーベキュー

場所：此花区舞洲　ホテル・ロッジ舞洲
　　  森とリルのBBQフィールド

時間：16：00～18：00（2時間）

参加人数：約30名

会費：大人¥5,000、子供¥2,500

集合場所、集合時間：現在調整中、決定次第ご
報告いたします。

2．10月21日（土）クラブ創立25周年記念祝賀会
　18：00～

クラシック音楽の演奏
　日本テレマン協会所属　高曲伸和氏（歌手）

（他弦楽五重奏）

3．12月23日（土）クリスマス家族会

①クラシック音楽の演奏　高嶋優羽氏（歌手）
（他ピアノ、バイオリン） 

②Mr.オクチ氏による手品ショー

③くじ引きorビンゴ

4．1月25日（木）上半期新入会員歓迎夜例会

5．春の家族親睦会：他の事業との関係で日程が確
定しておりません。（時期3月～5月で調整）

6．6月28日（木）下半期新入会員歓迎夜例会

今年度の事業計画は以上です。会員の皆様には計画



委員長には直々々前会長を任命する（副委員長には
直々前会長）。但し、委員長・副委員長が欠員の場合
は順次繰上り構成人数は補充しないこととする。

会員研修に相応しい1ないし2名の会員を研修委員
として任命できるものとする。

1）入会1～2年未満の新入会員を中心に、ロータ
リー精神・ロータリーに関わる知識、情報を理解、
習得してもらう為、年2～3回の研修委員会を実
施する。

2）会員のロータリアンとしての成長を促す。

3）若手会員や入会からまだ日の浅い会員をリー
ダーの役割に抜擢する。

これらの会員もそれぞれが知識や経験を生かして役
目に十分務めることができ職業人としても成長できる。

会員研修小委員会 委員長  下岡 陽一郎

例会をはじめすべての会議（国際大会・国際協議会・
地区大会・地区協議会など）が、楽しく、秩序正しく運
営されるよう、つねに心を配り、気品と風紀を守り、会
合がその使命を発揮できるように設営、監督する責
任を有する人。

会場監督は「SAA」と呼ばれている。クラブの会長、幹
事と並んで役員としての地位が与えられ、極めて重
要な存在である。理事会メンバーであってもよいし、
なくてもよい。

本年度会計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。

本年度の会計は、迅速適正な処理を目指したいと考
えています。特に次の項目につきましては、財政基盤
の確立を図る上からも、皆様からのご理解ご協力を
お願い致します。

①会費の早期納入

②奉仕活動に伴う費用発生は、原則理事会での予
算承認を必要としますので、皆様方のご理解と
ご協力をよろしくお願いします。

③人道的奉仕資金は、すべてニコニコ収入から成
り立っています。この趣旨を十分ご理解頂き、す
こしでも多くのニコニコ箱へのご協力をお願い
致します。

会計 委員長  嶽下 勇治

SAA 委員長  山本 肇

上記の如く、一番は例会に出席して楽しく新睦を深
める中でも、人が壇上に上がったら私語を慎み礼節
のある例会に心がけたい。

しております事業に積極的にご参加いただき、楽し
い1年にしたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い
致します。



ニコニコBOX

村橋：会長幹事慰労会にご招待いただき、有難うござ
いました。

辻（一）：亜熱帯化しているんですね。暑さに負けずに
頑張りましょう。

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

金森：申し訳ありませんが、いとこの告別式参列のた
め早退させていただきます。

下岡：ヘンリーさん、スティーブさんようこそお越しく
ださいました。

前田：昨日舞台で失敗しました。ワハハ笑

村上：暑いですね。負けずに頑張りましょう！ニコニコ

檜皮：台北福齢RCヘンリー様、会長エレクトスティー
ブ様、ようこそお越しくださいました。

戸田：ニコニコ

坂本：ニコニコ

台北福齢RC　CP HENRY & PE STEVE：ニコニコ

本日合計 : ￥43,000
累　計 : ￥199,000
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●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 2名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 83.33 %
7月6日の修正出席率 93.54 %

●メイクアップ
栗山 博道   6 月24日 地区米山奨学委員会
岡本 啓吾   7 月20日 直前会長幹事慰労会

●本日のビジター
 台北福齢ロータリークラブ C.P.HENRY 様
  PE STEVE 様
 大阪大手前ロータリークラブ 中林 邦友 様

Congratulations!8月のお祝い8月のお祝い

●誕生日
杉村 雅之 ［4日］

辻　 一夫 ［7日］

梅原 一樹 ［8日］

金森 市造 ［31日］

●事業所設立記念
安達 昌弘 株式会社三起［昭和45年］

坂本 　恵 有限会社ティエラ［平成11年］ 

嶽下 勇治 嶽下勇治税理士事務所［平成17年］

辻　 一夫 辻一夫税理士事務所［平成19年］

本日のメニュー

ライトミール　ちらし寿司　吸い物


