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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1168回（本年度 第11回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 9/28 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 : 「椰子の実」
●卓話　茶の湯
　吉田 了 会員

明後日、舞洲でのバーベキューを楽しむ家族会を親睦委員会に準備
して頂いています。現在、会員とご家族合わせて49名と大勢のご参加
申込を頂きました。有難うございます。

当日は、台風の影響が無い様に願っております。

本日の例会前に創立25周年実行委員会を開催し、記念式典・祝宴の



2017-18年度第1167回（第10回例会）
幹事報告 (9/14)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は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16日（土）家族親睦会です。今回は舞洲スポー
ツランドでBBQ大会を行います。

■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。

内容について準備打合せが行われました。これから
は、毎週の打合せを重ね準備を整えてまいります。詳
細については、実行委員会から逐次ご案内して頂き
ます。

当日は、地区ガバナー、地区役員、IM6組の会長幹
事、三世代クラブの方々にもご出席頂き、創立25周
年を共に御祝せて頂く記念行事であります。

会員の皆様とご夫人にもご一緒に創立25周年を共
にお祝いして頂きたいと思います。

■9月28日（木）、吉田会員の卓話です。吉田会員よろ
しくお願いいたします。

■「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

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。

■10月21日（土）大阪中之島ロータリークラブ創立
25周年記念式典です。

1．登録開始　15：30

2．記念式典　16：00

3．記念講演　16：50

4．祝賀会　　18：00

5．太閤園３階ダイヤモンドホール

本日のメニュー

・ローストビーフのサラダ仕立て
・イトヨリのソテーと小海老のラグー　温野菜添え

レンズ豆のソース
・メスクランときのこのサラダ、コーヒー、パン



皆様お久しぶりです。米倉は存在感の薄いタイプで
すので、お気づきの方がどの位いらっしゃるかは判り
ませんが8月は完全にロータリーを休んでしまいまし
た。9月も今日まで出ていません。本当は本日もお休
みするつもりでいましたが、数週間前、事務局から
「卓話のタイトル」を求められ、慌てて出てきた次第
でございます。本当は自分の卓話の機会が到来した
ら、役に立つ情報提供をしてくださる講師をどなたか
探して来ていただくことを考えていましたが、どうもそ
のような方々にお声をかける時間も無く、時間稼ぎの
スクリーンの準備もできず、ただただこうして皆様の
前に立つ事となりました。神様は常に苦手とする事を
試練とし、その機会を容赦なく提供するのだなと思う
今日この頃です。そこが成長の糧となるのですが、ど
うも人前で話をすることは苦手でなりません。

とは言うものの、実は皆様の前でこうして自分の思い
をお話できる機会が今与えられたことはとても良
かったと思います。そして、こうして今の自分を書き込
んでいき、整理出来てよかったなと思います。残念な
がら皆様のように原稿を見ずに話したいことが溢れ
てくるほどの教養も無ければ、語れる人生も無いので、
ただただ平凡な今をお話するだけになりますが、そ
れだけ、最近、自分は縺れた糸を解くのに時間がか
かりすぎていて、困っていました。

三〇分スピーチするのに原稿用紙九〇〇〇字だと
知恵袋が教えてくれたので、一応実験の思いで文字
数を見ながら打ち込みました。こうして前書きしてい
るだけでも八〇〇字ほど終わろうとしているのでそ
れだけで5分少々稼げる計算ですが何度計っても4
分で終わります。なるべくゆっくり読んでいきます。

本題に入ります。

昨年冬、引越しをして、同居していた義母と離れた暮
らしが始まりました。会社も東京進出を果たし、主人

の東京と大阪を行ったり来たりの生活が始まりまし
た。現在は名古屋にもご縁があり走っております。

今年4月から息子は小学1年生になり、娘は新しい保
育園で最後の一年をスタートさせました。ところが入
園まもなく保育園が倒産しました。森友学園の後位
なので、流行やな…と皮肉にも思いながら大変迷惑
被りました。娘を会社に連れて行きながら慌てて新し
い保育園探しをしました。環境が変わるばかりで娘も
ストレスと不安で大変やったと思います。その傍らで、
ご存知の方もいらっしゃいますが、うちの息子は元気
が過ぎます。そんな息子が入りたての小学校でトラブ
ルが続出しております。喧嘩、イタズラ、登校拒否。放
課後のいきいき活動拒否が始まりました。毎日学校
まで送迎しています。まさかまさかの出来事続きで色
んな段取りが崩れていく中で、ふと、われに返るのが
遅いですが、「家族＝それぞれの人生＝そらぁ、ちゃ
んと見てあげなきゃまとまりません」という事を痛感
しております。世の働く母の強さは図り知れません。

本日はロータリークラブの壇上に立たせていただい
ていますが、昨日は小学校のクラスの保護者の前で
教壇に立たせていただき、謝罪しておりました。おか
げで、この日を迎える緊張は計り知れなかったので
すが、皮肉にも予行演習ができたというか、なんとな
く緊張もほぐれています。

しかもこの原稿もなんと昨日作成しているという、本
当にどたばたしております。

義母はこの頃はよく体調を崩しやすくなってきました。

義母と離れて感じたことは義母との同居がどれだけ
のサポートであったかを思い知らされました。これま
では仕事とロータリーを思うように出社、参加してい
ました。

子育てには色々なサポート支援が必要です。改めて
感じます。それが家族であれば大変ありがたいです
が、子育てをされている環境では、家族、親戚から離
れ大変苦労されておられる方も沢山います。

今、国では自治体でもさまざまな子育てサポート支援
事業をしています。中でも「ファミリーサポートセン
ター」はとても魅力的な制度で、地域密着型、誰でも
参加できて、特に必要な資格などはありません。

ファミリーサポートとは、育児を手伝ってもらいたい
「依頼会員」と、育児を手伝いたい「提供会員」が参加
し、地域で子育てを支えあっていくサービスです。

家庭と仕事とロータリー

米倉 由美 会員



厚生労働省が構想、設立を始めた制度で、平成26年
度から28年度にかけて会員の総数も10％以上増加
しているそうです。平成27年度からは子ども・子育て
支援新制度の開始に伴い、地域子ども子育て支援事
業として位置づけられています。各市区町村が設立
運営するファミリーサポートセンターという組織が
ファミリーサポート会員の仲介や支援、講習の実施・
運営などを行っています。

依頼会員になって、実際にサービスを受けられるよう
になると、保育施設や学校・学習塾までの送り迎えを
提供会員にお願いしたり、保育施設の利用時間外・
保護者が子どもを見ることができないときに代わり
に預かってもらったりすることができるそうです。また、
発達障害がある子どもがいる家庭も、約8割のファミ
リーサポートセンターが利用を受け入れているそう
です。サービスを利用することで育児の負担が軽減
できる制度だと思います。私の両親も幼少のころから
共働きでした。私は兄と二人で留守番をし、ストーブ
にいたずらをし、大火事手前に発展したことがありま
す。昔、この制度があったらきっと母も助かっただろう
なと考えたりします。

しかし、このご時勢、残念ながら便利なものには事故
もつきもので死亡事故、怪我などの報告もあがって
いるようです。

私も預けることに躊躇しております。なかなかのやん
ちゃっぷりですので提供会員の方の苦労を考えると
なかなか一歩が踏み出せませんし、不安定な息子に
は今は他人様よりも親である私の存在が不可欠なの
ではないかと、仕事、ロータリーを減らしながらここ
数ヶ月過ごしておりました。

子育て支援を必要としておられる方々が安心、安全
にサービスを利用できるように改善、改革をこれから
も進めてほしいと願っています。

次に仕事について少しお話させていただきます。

私の胸章には電気通信工事業とありますが、この部

分に関しては、経理を見ているだけで、特に業務に携
わっているわけではございません。私が今、実務とし
て行っているのは、自治体の障害者に関する計画書
作成コンサル業務です。何をするかと言いますと各自
治体で計画期間を定めて、障害を持っておられる
方々が安心して生活を送ることができる、そのための
計画書作成のお手伝いをしています。

国では障害者制度全般にわたる改革が進められてき
ました。平成23年8月、障害者基本法の改正が行わ
れ、障害者の定義を、障害のみで捉えるのではなく、
社会的障壁という社会との関係性において捉えるこ
とや、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な
配慮がされなければならないとの規定が設けられま
した。難しいことが言われてますが、要するに、「障害
は人にある」のではなく、「社会の側にある」「社会に
取り巻く障害を取り除けば障害は障害でなくなる」と
いう事です。それをなくしていこうというさまざまな法
改正の中、今、児童福祉法の改正で新たに、平成30
年度に向け「障害児福祉計画」を策定することが義
務付けられました。

国がなぜ障害児に対して目を向け、国を挙げて取り
組み始めたのか、実は世界から見ると日本の取り組
みは確実に後れを取っているそうです。世界はもっと
昔から取り組んでいるそうです。

この取り組みにより犯罪や自殺の件数にも影響が出
てくるそうです。

現在日本の自殺件数も減少しているようです。前年比
で10％ほど減少しているそうです。24,025人から
2,261人減の21,764人だそうです。それにしてもす
ごい数値で、一刻も早く減少できたら良いと思います。

発達障害のある少年と犯罪との関係が、たびたび指
摘されています。もちろん、発達障害のある人が必ず
犯罪をするわけではありません。しかし、事件などに
関与する割合が高いことは事実です。

皆さんもご存じのとおり、少年が凶悪事件を起こし逮
捕された後、何らかの発達障害であったと診断され
る例があります。有名なものでは、神戸連続児童殺傷
事件、西鉄バスジャック事件、佐世保同級生殺害事件
などが挙げられます。

矯正施設のひとつに少年院があります。その数は全
国で本院が49庁、分院が3庁。主に家庭裁判所から
保護処分として送致された少年に対し、社会不適応
の原因を除き、健全な育成を図り、矯正教育を行うの
が目的です。

ある施設にいる少年は、「人の首をしめたくなる、人
を殺してみたい」と話していて。実際に殺人は犯して
いませんが、傷害事件を起こしたとのことです。この



少年には、「自閉症スペクトラム障害」という診断がな
されていました。発達障害のひとつです。

計画書策定の打ち合わせに各自治体の福祉課の担
当者のお話を聞くのですが、取り組む方向性は同じ
でも、取り組みはさまざまで、事務的なところから担
当者の方が全力で取り組んでおられる自治体もあり
ます。

福祉課窓口に打ち合わせに行くと相談にこられてい
るお母様方が多くいらっしゃいます。障害児福祉計画
を進めていくにあたり、乳幼児の家庭への訪問サー
ビスの強化を行い、発達障害の早期発見に取り組ん
でいるそうです。これまで重要視されていなかっただ
けで、早期発見することにより、障害への取り組みが
本当に変わってきたとおっしゃっておられました。

発達障害で悩まれている保護者の方が相談窓口に
こられ、家庭児童相談員の方に「お母さん、辛かった
ですね」「もう大丈夫です一緒に頑張って行きましょ
う」と励まされ号泣しておられる姿を見るともらい泣
きをします。

ちょうど、計画書の作成をしておりましたので良い機
会かと、この卓話にエルム大阪の発達障害者支援セ
ンターというところに30分の講演を依頼してみたとこ
ろ是非とも講演させていただきたいけれども30分で
は障害の種類くらいしかお話できない、せめて2時間
はなければ話せないとおっしゃってました。30分卓
話では難しいようですが、いつか何かのご縁がありま
したら是非ロータリークラブでも講演等していただき
たいなと思いました。

最後にロータリーについてです。

私は昨年7月から大阪中之島ロータリークラブに所
属させていただきました。一年間、大きな何かに取り
組んで功績を残したとか、かっこいいことお話できた
ら良いのですが特に何もなく、過ごしてまいりました。
なかなか活動に参加ができず、本来のロータリアン
の意味を成さない状況でして、今もその状況に変わ
りありません。

そんな中でもとても印象に残っているのは職業奉仕
の「布工場の見学」、「座禅」と「裁判の見学」です。普
段立ち入ることのない場所で、見学にあわせて解説
もあり、大変充実した時間となりました。

私、若かりし頃は服飾関係の勉強をしていましたの
で、染めの工程は勉強もしましたが、実際に工場見学
などはしたことがなく、感動しました。

座禅とヨガは似ているのでしょうか。ヨガは身体の開
放で座禅は脳の開放だなと感じました。どちらも好き
ですがなかなか日々その時間を作ることをしないの

で、このような体験でさせていただくのはとてもあり
がたい経験でした。裁判員裁判も驚きの体験になり
ました。どれも奥の深いものばかりでした。

楽しい時間だったのは昨年のクリスマス会です。予算
も決まっていたのに暴走して高いバラを買うなどハ
チャメチャで、この場を借りてお詫び申し上げます。

嬉しかった事はインターアクトの伝達式のお手伝い
でした。その後は全く取り組みに参加できず、海外研
修もどうだったのかなど、全く聞けてないのでまた聞
かせていただきたいです。井本委員長、何の協力もで
きずにごめんなさい。なのにしっかりと会長賞をいた
だき、とても恐縮です、が、とても嬉しかったです。

16日に参加させていただくバーベキューも、途中か
ら打ち合わせも参加できず、全てお任せになり、藤本
副委員長すみません。

それぞれ、あまり参加できていないのですがこうして
振り返るととってもひとつひとつ充実感があり、ロー
タリーの仲間になれたことをとても感謝します。

坂本さんに改めて誘ってくださった事の感謝を伝え
たいです。

そんなロータリークラブですが、私も数名知人、友人
に話をしました。会員増強に力を注げたわけではな
いですが、ロータリーに誘うことは非常に難しく感じ
ていました。

私自身、このように感動も覚えながら、いつも頭に思
うことがありました。私がロータリーに入った時、切に
感じたことは完璧な奉仕団体です。それと同時に
思ったことは、もっと泥臭くていいのではないのかと
思っていました。そんな事を言ったら太閣園さんに怒
られるかも知れないし、大阪中之島ロータリークラブ
が何故ここで例会をされているのかの、そもそもの由
来であるとか、知りもしないで怒られるかもしれませ
んが、きっと怒られます。一年間でロータリーに関し
てしっかりお勉強できていないからこんな発言でき
るのだろうと思います。しかし、今から調べて勉強す
るにも少々時間がありません。毎週ナイフとフォーク
で食事をしなくても、路上で暑い中お弁当を売って
いるそのお弁当を買って食べながら、今の食卓に出
てくるステーキやムニエル代は食べた気になって募
金に回して、奉仕活動に関する話をしてもいいので
はないのかとすごく感じていました。でも所属する奉
仕クラブのランクの問題で、私のこの思いをロータ
リーにぶつけるのはお門違いなのかもしれないし、こ
こでこう書き込みながらひとり苦笑してしまいます。

私は生まれながら裕福な家庭でもないし、今も裕福
なわけではありません。どちらかというと必死に日々
を過ごしてきましたし、今もそうです。こんなことを言



日　時：2017年9月14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・西田・木村・杉村・北村（譲）・早瀬・辻（一）・嶽下・山本・辻（義）・藤本　以上11名（敬称略）
配布資料：
　1．2017-2018年度　年間行事計画 2．三世代合同社会奉仕事業打ち合わせ会　報告書
　3．陽松庵での座禅会に関する中間報告書 4．9月16日家族親睦会　予算書

2017-2018 年度 第4回　10月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
皆様こんにちは、本日は今年度予定しております幾つ
かの事業についてご審議をお願いし、ご承認を頂け
ればと思います。本日もどうぞ宜しくお願いします。

【審議事項】

1. インターアクト事業による費用の支出について
現在の25周年記念事業から大阪中之島基金に移行
する事を9月21日（木）臨時総会で決議する
　⇒［ 承認 ］

2. 三世代合同社会奉仕事業
実施日：2017年11月19日　10：30～13：30

内　容：大阪水上隣保館「エイサー部」に衣装の提供
やエイサーの発表、食事も楽しんでいただく。

会　費：¥7,000

事業内容・予算案　⇒［ 承認 ］

3. モンゴルへの救急車寄贈支援奉仕事業の担当に
ついて
アドバイザー：高島会員

国際奉仕担当：栗山会員

プロジェクト担当：檜皮会員　計3名
　⇒［ 承認 ］

【報告・確認事項】

1. 2017-2018年度　年間行事計画変更について
・9月21日（木）
新入会員の自己紹介　北村（薫）会員・丸山会員

うと貧乏くさいだとか言われるかもしれないのです
が、素直にそう感じました。

今、ロータリアンの高齢化に伴い若者の会員増強の
声もありました。由緒あるロータリーでそれでなくて
も敷居が高くなかなか難しい問題であると思いまし
た。そもそも少子化で、分母が少なくなってきている
中、若者会員増強は難しそうだなと感じています。

私の周りにも社会貢献、ボランティア活動に熱心な方
もいました。人は、少なからず、そうあるべきだ、そう
いった人間になりたいと志を持っている人は多いと
思います。しかしロータリーは恐れ多いそうです。私
は何故、入れたのでしょうか。怖いもの知らずなので
しょうか。敷居の高さやステータス性が邪魔をしたり、
有能であるとか地位があるからだとかで固めてしま
うと入りづらく、誘いにくいです。しかしながら由緒あ
るロータリーだからこそ、名誉となるからこそ頑張っ
て活動もできるのかもしれません。

そこで少し思うのですが、もっと入りやすいロータ
リークラブを別で作ることはどうなのでしょうか。知ら
ないだけですでにあるのであればすみません。

こうして疑問をまとめだすと色々調べて勉強になりま
す。インターアクト12歳から18歳、ライラ14歳から30
歳、ローターアクト18歳から30歳

ロータリーは何歳からでも入会できて無限？と書か

れてましたがそうですか？見れば見るほどすばらしい
組織です。ロータリークラブと検索してネットサーフィ
ンばかりしているとあっという間に朝になりあっとい
う間に時間が過ぎ9000文字になかなか到達できそ
うにありません。おかげで睡眠なしで例会を迎えるこ
とになりそうです。

このように、今、思いのままお話させていただいてお
りますが、奥の深いロータリーを知るには1年では何
にも知り得る事ができなかったことと、しかし、この1
年で見てきたものはみな素晴らしいもの、そして、新
たな仲間を増やす難しさを感じてきました。

大阪中之島ロータリークラブの皆様は本当に優しく
素敵な方ばかりです。

私の子どもたちは野球の中之島チームが大好きです。
練習に連れて行けば、沢山相手もしていただいて、お
かげで益々野球が好きになり、今は野球のことしか
頭にありません。

これからの大阪中之島ロータリークラブの更なる発
展を願い、本日の私の支離滅裂な卓話を終わりにし
たいと思います。

これで6500文字です。

ご清聴ありがとうございました。

・10月5日（木）
米山奨学委員会　小林委員長→嶽下委員長代理
インターアクト海外研修旅行（香港）の報告

・1月11日（木）
職業奉仕委員会　クラブフォーラム 
第8回2月度理事会　14：05～15：00

・1月18日（木）
三世代合同例会

2. 陽松庵での座禅会に関する中間報告
実施日　2017日10月22日　10：00～

・台北福齢RC会員20数名参加予定 

・メイクアップの対象

・座禅を組むのでそれに見合った服装

・昼食後、久安寺見学予定

・会費　￥8,000を予定

3. 9月16日家族親睦会
・参加人数48名　

・予算案

4. ベトナムVTT支援事業
・ベトナム訪問

日程：1月21日（日）～1月25日（木）

閉会の挨拶（西田会長エレクト）
皆様、大変お疲れ様でした。今年度はクラブ創立25
周年記念事業・三世代合同社会奉仕事業と大きな事
業がございますが、大阪中之島RCの皆様全員が結束
し事業を実行できればと思います。本日は、ありがとう
ございました。



開会の挨拶（村橋会長）
皆様こんにちは、本日は今年度予定しております幾つ
かの事業についてご審議をお願いし、ご承認を頂け
ればと思います。本日もどうぞ宜しくお願いします。

【審議事項】

1. インターアクト事業による費用の支出について
現在の25周年記念事業から大阪中之島基金に移行
する事を9月21日（木）臨時総会で決議する
　⇒［ 承認 ］

2. 三世代合同社会奉仕事業
実施日：2017年11月19日　10：30～13：30

内　容：大阪水上隣保館「エイサー部」に衣装の提供
やエイサーの発表、食事も楽しんでいただく。

会　費：¥7,000

事業内容・予算案　⇒［ 承認 ］

3. モンゴルへの救急車寄贈支援奉仕事業の担当に
ついて
アドバイザー：高島会員

国際奉仕担当：栗山会員

プロジェクト担当：檜皮会員　計3名
　⇒［ 承認 ］

【報告・確認事項】

1. 2017-2018年度　年間行事計画変更について
・9月21日（木）
新入会員の自己紹介　北村（薫）会員・丸山会員

【’17年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1174

1175

1176

-

1177

17

18

19

-

20

ロータリー財団委員長卓話

祝日①

第2回クラブ協議会

第6回12月度理事会

R財団担当（国際奉仕） : 
栗山委員長

卓話担当：福田会員

R規定・情報担当（会員研修
小委員会） : 高島副委員長

卓話担当：藤本会員

【’17年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
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）

23日（土）

28日（木）

1178

1179

-

1180

-

21

22

-

23

-

委員会報告

次年度総会

12/23に変更

夜例会・クリスマス家族会

休会②

各委員長・小委員会

(次年度理事・役員決定) 第7回1月度理事会

地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
　日程：11/10（金）
　会場：帝国ホテル
地区大会　本会議
　日程：11/11（土）
　会場：NHKホール
社会奉仕事業　三世代合同例会
　日程：11/19（日）10：00～　
　会場：太閤園  ダイヤモンドホール
　※大阪水上隣保館  子供達による
　　沖縄民謡”エーサー”の披露

クリスマス家族会
　日程：12/23（土）18：30～
　会場：太閤園　桜苑（庵）1Ｆ

【’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
会場：太閤園  ダイヤモンドホール

インターアクト海外研修
旅行（香港）の報告

第5回11月度理事会

米山奨学委員会：
嶽下委員長代理

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）

◆IM6組会長・幹事会　
　日程：10/13（金）18：00～

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～

クラブ戦略計画委員会
　日程：10/26

・10月5日（木）
米山奨学委員会　小林委員長→嶽下委員長代理
インターアクト海外研修旅行（香港）の報告

・1月11日（木）
職業奉仕委員会　クラブフォーラム 
第8回2月度理事会　14：05～15：00

・1月18日（木）
三世代合同例会

2. 陽松庵での座禅会に関する中間報告
実施日　2017日10月22日　10：00～

・台北福齢RC会員20数名参加予定 

・メイクアップの対象

・座禅を組むのでそれに見合った服装

・昼食後、久安寺見学予定

・会費　￥8,000を予定

3. 9月16日家族親睦会
・参加人数48名　

・予算案

4. ベトナムVTT支援事業
・ベトナム訪問

日程：1月21日（日）～1月25日（木）

閉会の挨拶（西田会長エレクト）
皆様、大変お疲れ様でした。今年度はクラブ創立25
周年記念事業・三世代合同社会奉仕事業と大きな事
業がございますが、大阪中之島RCの皆様全員が結束
し事業を実行できればと思います。本日は、ありがとう
ございました。



井本 万尋

先日、開明中学校、高等学校の文化祭に行って来ました。4月からの活動報告と先日の海外研修の報告書、これ
からの活動予定を校舎7階の物理室で展示しており、訪問すると担当の生徒さんが丁寧に説明してくれました。

開明中学校、高等学校の文化祭

高島 凱夫

9月8日（金）、静岡県三島市にある公益財団法人  米
山梅吉記念館で行われた「第8回定時評議員会」出
席報告。
この記念館で評議員会が開かれたのは、初めてのこ
とです。小澤 一彦理事長の肝いりで開催されました。
D2660からは、若林常任理事と私が参加しました。

第８回定時評議員会 出席報告
2016年職務執行の状況報告・事業報告・計算書類
承認等のあと、奨学事業に関する意見交換が行われ
ました。
大阪中之島RCは、米山梅吉記念館には訪れたことが
なかったと記憶しています。近々親睦を兼ねて訪問
することも考えてみても良いのでは、と感じました。



親睦小委員会 委員長  北村 譲

当日は、午前中から雨が降り始めどうなることかと不
安のスタートでした。

藤本副委員長には、朝10時前に会場まで状況確認
に行ってもらい世話を掛けました。11時迄、最終結論
を待ちましたが、出来る（キャンセル料のこともあり）
と結論しました。当初50名の予約をしており参加者
数を心配しておりましたが、皆様のご協力でほぼ計
画通り開催できました。ありがとうございます。

会員・家族15時ジャストに太閤園を大型観光バスで
出発しました。生憎の台風18号（九州の西の海上）の
影響で雨になってしまいました。会場まで阪神高速で
事故による渋滞がありましたが、予定時刻より早く到
着しました。村橋会長とご家族、下岡会員のご子息家
族、村上会員、北村薫会員（計10名）は、ご自分の車
で直接来場でした。

ロッジ到着後トイレ休憩等10分ほどロビーで待機し、
皆さんそろってBBQ会場まで100メートル弱を雨の

親睦家族会報告

中を歩きました。16時少し前に乾杯してから5か所の
テーブルに分かれ焼き始まめました。親睦委員が積
極的に肉、野菜、魚介類を焼き、奥様方が取り分けを
し、1台のテーブルは、子供中心の席で男性陣が焼き
物の世話をしました。段々とアルコールも入り各テー
ブルのメンバーが行き来し、日頃以上に大いに話が
盛り上がったように思います。子供たちはお腹が膨れ、
雨に濡れるのも構わず人工の小川の流れる芝生の
上を走り回り仲良く楽しんでいました。あっと言う間
に2時間が過ぎ、終わりに村橋会長の閉会の挨拶の
後集合写真を撮り締めとしました。

18時過ぎに太閤園への帰途につき予定時刻19時前
に無事事故なく到着しました。朝から運悪く雨で楽し
くない一日なるのではと危惧しておりましたが、皆様
のお陰で思い出に残る親睦家族会となったのではな
いかと思い、願っています。皆様の温かい心に感謝で
す。ありがとうございました。

日時：平成29年9月16日土曜日　16時～18時

場所：舞洲スポーツランド（屋根付きBBQ会場）

参加人数：会員21名、家族26名（大人15名／子供11名）、元米山小学生1名、事務局員1名、合計49名







ニコニコBOX

村橋：今週の家族会、好天を祈ってニコニコ

西田：ずいぶん涼しくなりましたね。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

嶽下：米倉会員、卓話楽しみです。

吉田：ニコニコ

山本：米倉さん、卓話頑張って下さい。

前田：結婚記念のお花、有難うございました。

村上：米倉さん、卓話楽しみです。

檜皮：米倉会員、本日の卓話楽しみにしております。

栗山：ニコニコ

坂本：ニコニコ

藤本：本日もたくさんのニコニコ有難うございます。

米倉：とても久しぶりに出席しました。長期でお休み

してご迷惑をおかけ致しました。

本日合計 : ￥32,000
累　計 : ￥456,000

14
9 ●出席報告

会員数 32名 国内ビジター 1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 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24日の修正出席率 93.54 %

●メイクアップ
福田 忠博   8 月24日 大阪天満橋RC
北村 　讓   8 月23日 地区職業奉仕委員会
下岡 陽一郎   9 月  6 日 東大阪RC

●本日のビジター
 大阪大手前RC 中林 邦友 様

村橋会長と高島会員が地区大会
決議委員会委員の委嘱状をそれぞれ受けました


