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基本的教育と識字率向上月間
月間テーマ（9月）

第1167回（本年度 第10回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 9/21 のお知らせ
♬SONG : 「友愛の歯車」
■臨時総会 （決算・事業報告）
●自己紹介
　北村 　薫 会員
　丸山 澄高 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　家庭と仕事とロータリー
　米倉 由美 会員
■第4回10月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

今月は、基本的教育と識字率向上月間です。今月のガバナー月信に
掲載されているガバナーメッセージの一部をご紹介します。

日本では基本的教育と識字率の向上と言われてもどこかピンとこな
いかもしれませんが、世界には学校教育を受けられない子供達が
6,700万人、読み書きが出来ない人達が7億5,000万人以上います。



2017-18年度第1166回（第9回例会）
幹事報告 (9/7)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は梅原会員の卓話です。梅原会員よろ
しくお願いいたします。

■9月14日（木）、米倉会員の卓話です。米倉会員よろ
しくお願いいたします。

　例会終了後、理事会があります。理事･役員の皆様
ご出席お願いいたします。

■9月21日（木）、臨時総会です。前年度事業、決算報
告を行います。嶽下会員、杉村会員よろしくお願い
いたします。

■9月21日（木）、新会員の北村薫会員、丸山会員の
自己紹介をしていただきます。

■「2017-18年度第1回クラブ社会奉仕委員長会議
開催」のご案内がきております。

1．日時：2017年9月9日（土）10：00～11：50

2．場所：大阪府社会福祉会館

■「米山奨学生カウンセラー研修会のご案内」が来
ています。

1．日時：2017年9月30日（土）14：00～16：00

9月2日に開催された地区財団セミナーに出席してま
いりました。

「セミナー」と称する地区会合は、ガバナーが主催し
て開催されます、会長エレクト研修セミナー（PETS）、
会員増強セミナー、広報公共イメージ向上セミナー、
財団セミナー等があり、会長、会長エレクト等に出席
義務がある主要行事です。

2016-17年度の財団公表資料についてお知らせし
ます。大阪中之島RCの1人当り年次寄付額は、379ド
ル、八尾中央RC、大阪中央RCに続いて、地区内第三
位となり、ポリオ・プラス基金は、八尾中央RCに続き、
90.72ドルで地区内第二位でした。

会員の高い意識と皆様のご協力の結果が数字に表
れたものと感謝申し上げます。

R財団に寄付された原資は、財団の補助金システム
によって管理され、個人やクラブ単位では賄えない
世界規模の奉仕事業に参加することが出来ます。

R財団からの補助金を受ける事により、少ない資金で
大きな奉仕事業を行なう事が出来ます。R財団の補
助金スキームを理解して、大いに活用していきたいと
思います。

2．場所：サニーストンホテル江坂　別館3階
　　　  富士の間

■大阪天満橋ロータリークラブ様から「紳士の料理
教室のご案内」が来ております。

1．日時：2017年10月5日（木）17：30～20：00

2．場所：大阪ガスクッキングスクール
　　　  （ガスビル1F）

3．会費：8,000円

■「米山奨学生レクリエーションのご案内」が来てお
ります。

1．日時：10月15日（日）10：00～17：00

2．場所：宝塚大劇場

申し込み締め切りは9月22日（金）です。
米山奨学委員長、カウンセラー、よろしくお願いい
たします。

早瀬会員がポールハリスフェローマルチプル７
（８０００ドル達成）の表彰を受けました。

Congratulations!

台北福齢ロータリークラブより
ヘンリー様がお見えになりました。



公共イメージと認知度の向上はロータリーの戦略計
画の中の3つの戦略的優先項目の1つに掲げられて
います。

その中に、

①イメージとブランド認知を調和させる。

②行動を主体とした奉仕を推進する。

③中核的価値観を推進する。

④職業奉仕を強調する。

⑤ネットワークづくりの機会、ならびにクラブ独自
の活動について広報するようクラブに奨励する。

と5つの目標が定められています。

今年度、片山ガバナーも活動方針の目標の一つに公
共イメージの向上を掲げられておられます。その具
体的内容が「MY ROTARY登録率の50%以上達成」
と「ロータリークラブの認知度の向上」になります。

これらの方針を受けまして、今回「委員会の活動目
的・活動内容」「公共イメージの向上とは？」「公共イ
メージと認知度向上の為の効果的な広報活動」「MY 
ROTARYの登録率向上のポイント」を中心にお話を

させていただきました。

広報とは、一般社会に広く知らせること、公共イメー
ジとは、一般社会で認識されているイメージになりま
す。世界中のロータリークラブが素晴らしい奉仕事業
と共に公共イメージと認知度の向上を意識した取り
組みを行っていく事で、より多くの方々にロータリー
の事を知っていただく機会が増えます。

そうすれば我々の活動に共感してくれる方、サポート
をしてくれる方、共に活動してくれる方達が増え、より
大きな活動・世の中への変化を与える事が可能にな
り、会員の皆様の充実感・活動に対する意識向上へ
も繋がることと思います。

MY ROTARYについては中之島RCは地区内で現在4
番目の登録率ですが、地区大会までに100%の登録
率にしたいと思いますので、未登録の方々のご協力
をお願い致します。

MY ROTARYへ登録する事により、ロータリークラブ・
セントラル、ロータリーショーケースや様々な活動の
ガイド、新しくなった第2660地区ウェブサイト内にあ
る活動報告、ロータリーの友・ガバナー月信の精読な
ど、情報の発信・取得、デジタルメディア・アナログメ
ディアを問わず有効的に活用する事によりロータ
リーの活動に対する新たな情報・活動のヒントを幅
広く取得することができます。

公共イメージと認知度の向上とはロータリーのブラ
ンド力を高めていく事でありますが、これは一度何ら
かのアクションを起こしたとしても、すぐに結果が反
映されるものではありません。目標を達成する為には
継続して長く取り組んでいく事が重要です。

より積極的・効果的な広報活動を展開していただけ
るようお願い申し上げます。

公共イメージ向上について

梅原 一樹 会員

本日のメニュー

小　鉢 焼き茸のみぞれ和え　占地　椎茸
 榎木　とび子　三つ葉
焼物八寸　鮭味噌柚あん焼き　焼き蓮根
 　焼き万願寺　金山時山葵　はじかみ
造　り 鯛　鮪　烏賊　 大葉　山葵　紅たて
 胡瓜けん　人参けん　大根けん
煮　物 鶏つくね　舞茸オランダ煮　麩
 豆腐　絹さや　生姜
蓋　物 鱧入り茶碗蒸し　玉葱　 銀杏　三つ葉
食　事 鯛御飯
香の物 三種盛り
止　椀 野菜の味噌汁



野球同好会 監督  安達 昌弘

去る9月10日（日）より本年度の2660地区ガバナー
杯野球大会が開幕し、我が中之島ロータリークラブ
野球同好会も初戦の対うつぼRC戦を戦いました。

初回は即うつぼRCに7点先攻されましたが、中之島
もすぐに8安打で6点を取り返すという最高のスター
トでありましたが、良かったのはここまで。

今年度のガバナー杯野球大会　開幕

【確認、報告事項】
1. 出欠確認、配布資料の確認

2. 9月16日家族親睦会
・出席者数：47名

・送迎バスのスケジュール
行き　14：30（太閤園集合）→15：00（出発）→

15：40（ロッジ舞洲着予定）
帰り　18：15（出発）→19：00（太閤園着予定）

・予算書の確認：収入、支出

・会員、家族の食事によるアレルギーについて次週例
会にて確認が必要

日　時：2017年9月7日（木）　13：35～14：00
場　所：太閣園2F
出席者：木村・北村（譲）・金森・北村（薫）・栗山・嶽下・梅原・藤本　 以上8名（敬称略）
配布資料：
 1. 第6回親睦活動小委員会レジュメ 2. 第6回次年度親睦活動小委員会出欠表
 3. 第5回議事録 4. 17-18親睦小委員会当番表
 5. 平成29年9月16日親睦家族会現地視察 6. 親睦家族会出欠表
 7. 9月16日親睦家族会　バスお見積書 8. 9月16日親睦家族会　バスお見積書 修正
 9. 親睦家族会予算書 10. 大阪中之島RC25周年式典表紙他
 11. A4縦）大阪中之島RC25周年　第1部 式典　第2部 基調講演　第3部 祝宴
 12. 大阪中之島RC25周年祝賀会演奏者 13. 大阪中之島RCクラブソング　我等中之島　楽譜

第6回　2017-18年度親睦小委員会議事録

3. クラブ創立25周年祝賀会
・祝賀会次第の概要説明

・胸花：フラワーガーデンにて手配済み

4. 次回親睦活動小委員会日程
日　時：10月12日（木）11：15～

場　所：太閣園2階

5. その他
・当番表変更の確認

終わってみれば残念にも大差の敗戦でした。

終わったことは仕方ない。

次は、23日（土）の宿敵対御堂筋RC戦！

ここだけの話、中之島が勝てるとしたらまず御堂筋
RCですから、山本球場へたくさんの応援をお願い致
します。



ニコニコBOX

村橋：梅原会員、本日卓話よろしくお願いします。

木村（眞）：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

下岡：会社の会長に就任しました。

北村（讓）：①ヘンリーさん、ようこそお越しくださいま
した。
②先週土曜日9月2日、無事地区の職業奉
仕合同勉強会終了しました。有難うござ
いました。

前田：早退のおわび

檜皮：台北福齢RCヘンリー様、ようこそお越しくださ
いました。
梅原会員、本日卓話よろしくお願いします。

北村（薫）：梅原さん、卓話よろしく

丸山：申し訳ありませんが、本日早退させていただき
ます。

満村：ニコニコ

戸田：次週9月14日、東京での診療のため欠席します。
スミマセン。

栗山：ニコニコ

坂本：梅原さん、卓話楽しみです。

梅原：本日卓話です。よろしくお願いします。

台北福齢RC　ヘンリー様：ニコニコ

茨木RC　三好 千代子 様：
心ばかりです。いつも温かくお迎えいただき有
難うございます。本日よろしくお願いします。

本日合計 : ￥29,000
累　計 : ￥368,000

7
9

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 1名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 5名

出席率 83.87 %
8月10日の修正出席率 74.19 %

●メイクアップ
下岡 陽一郎   8 月17日 大阪平野RC

●本日のビジター
 台北福齢RC ヘンリー 様
 茨木RC 三好 千代子 様
 大阪RC 池田 耕二 様

▲お誕生日のお祝い：左より坂本 恵会員・村橋 義晃会長

▲事業所設立記念のお祝い：左より前田 隆司会員・村橋 義晃会長

▲結婚記念日のお祝い：左より戸田 佳孝会員・前田 隆司会員・
　村橋 義晃会長


