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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1169回（本年度 第12回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 10/5 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　米山月間卓話
　嶽下 勇治 米山担当

♬SONG : 「椰子の実」
●卓話　茶の湯
　吉田 了 会員

先週の土曜日に台風接近の中、舞洲でのバーベキュー家族会に会員
とご家族49名のご参加を頂き、賑やかで楽しい家族会を開催するこ
とができました。

お子様、お孫様を含めご家族が振るって参加して下さり、楽しい賑や
かやな家族会でありました。

当日の天候次第では、開催の可否も心配しましたが、当日の現地確
認や様々な気配りをして頂き、お世話頂いた親睦活動委員会の皆様



2017-18年度第1168回（第11回例会）
幹事報告 (9/21)

幹事  辻 義光

■本日、臨時総会です。前年度事業、決算報告、大阪
中之島基金について行います。よろしくお願いい
たします。

　臨時総会終了後、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。

■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。

■10月5日（木）、米山月間です。小林米山奨学委員
長に代わって嶽下国際奉仕委員長にお話をして
いただきます。また井本会員から8月のインターア
クトクラブ海外研修旅行についてお話をしていた
だきます。

■10月12日（木）、社会奉仕委員会フォーラムです。
辻一夫委員長よろしくおねがいいたします。

　当日、次年度理事・役員の発表です。

■「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

に感謝申し上げます。

本日は、臨時総会を開催し、前年度の決算会計報告、
監査報告、及び、中之島基金の支出について会員の
皆様に承認の採決をして頂きます。どうぞ宜しくお願
い致します。

クラブの定例的な総会は、12月に開催され、指名委
員会が指名した次年度の理事役員候補者の採択を
行う年次総会と本日の臨時総会が開催されます。

クラブ総会の採決がクラブ運営についての最終的な
意思決定となります。宜しくお願い致します。

続いて、上期に入会された北村薫会員と丸山会員に
自己紹介をして頂きます。宜しくお願い致します。

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。

■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

小　鉢 胡桃豆腐　くるみとナッツ
焼物八寸　いとより鯛の金山寺山葵焼き
 　えのきとしらす　紅葉麩　渋川栗
 　玉子焼き　真丈焼き　はじかみ
造　り 鮪の山掛け
 大葉　山葵　胡瓜　おくら　茗荷
煮　物 秋刀魚有馬煮
 大根　牛蒡　丸南瓜　金針菜　卸生姜
蓋　物 里芋饅頭　きのこ餡かけ
食　事 押し麦御飯
香の物 三種盛り
止　椀 生なめこと豆腐の味噌汁

本日のメニュー



北村 薫 会員

皆さん、こんにちは

今年度より入会させて頂きました北村です、宜しくお
願いします。改めまして、ご無沙汰しておりました、5
年ぶりに帰って来ました。

これからも宜しくお願いします。

仕事は建設業を続けていますのと、少し異業種にも
参入しています。

家族は娘1人、息子1人、それから嫁1人、孫は0です。

住まいも以前と変わらず西宮で先先日も甲子園球場
白熱の結果広島が胴上げと成った時も、家の近所は
大変な騒ぎでした。

ロータリー歴は城東RCで5年と、中之島RCで7年ほど
です、通算で12年ですが歴の割には余り判って無い
事が多すぎると思います。

城東時代は奉仕活動より仲間と居ることが楽しく、毎
週金曜日が楽しみでした。あっという間に5年が過ぎ、
ロータリー内の人間関係で多数の退会者が出てしま
い、その中の一人でした。そして2年後に小林先生の
ご紹介で、中之島RCに入会させていただきました。

それから7年後の2011年に会社都合で退会となりま
した。これでバツ2と成りせっかく中之島RCで皆さん
と仲良くなったのに痛恨の思いでした。

西田さんとの約束、彼が会長をするときには必ず
帰って来ると約束をしました。まだまだ奉仕活動の出
来るような状態では無いのですが、約束は約束なの
で少し無理をして帰って来ました。

また杉村さんには引っ張るだけ引っ張ってさっさと辞
めてしまって申し訳なく思っていました。

暫くはアイドリングからですが、トップギアまで時間を
かけて頑張ります。

バツ3に成らない様、公私共に緊張感を忘れずに頑
張っていきますので、メンバーの皆様今後ともよろし
くお願いいたします。

新入会員自己紹介

北村 薫 会員、丸山 澄高 会員

臨時総会

事業・決算報告

1. 前年度事業報告、前年度会計報告
前年度幹事　杉村会員より報告を行い、嶽下会員から会計
監査の結果、会計処理が適正に行われた旨を報告された。

採決により承認された。

2. 開明中学・高等学校インターアクトクラブ支援費用

開明中学・高等学校インターアクトクラブ支援費用は、今後、
大阪中之島基金より支出する。

採決により承認された。



九州北部豪雨災害義捐金御礼のメッセージを頂きました

拝啓、平素は、地区運営にご協力賜り、心から感謝を申しあげます。

さて、この度は「九州北部豪雨災害義損金」へのご協力をお願い申し上げましたところ、貴クラブに於かれ
ましては貴重な資金をご入金下さり、御礼申し上げます。

頂戴致しました浄財は、被災された2700地区へ2度に分けて合計5,033,251円を送金しました（3回目の
送金は9月下旬を予定しています）。2700地区から、義損金は8月12日までに33,000,000円を超え、8月末
には取りまとめて「日本中のロータリアンの皆様から」として福岡県知事にお渡しする予定、と連絡をいた
だいております。詳細につきましては、近々ガバナー月信にてお知らせいたします。

最後になりましたが、貴クラブの益々のご隆盛、会長様、幹事様はじめ会員の皆様のご健勝をお祈り申し
上げます。

国際ロータリー第2660地区
ガバナー　片山　勉

丸山 澄高 会員

新入会員の丸山澄高です。どうぞ、よろしくお願いい
たします。

生まれは京都（中京区）です。現在は大阪府箕面市で
妻と妻の父親と犬一匹と仲良く暮らしております。

京都府立の高校を卒業し、昭和49年に大阪国税局
に採用されました。

採用後、1年間の研修（全寮制）を受け、税務署で調
査事務に従事しながら、夜学に通い、しばらくしてま
た1年間東京での研修を受けた後、昭和59年に大阪
国税局に配置換えとなりました。

平成28年に退職するまでの間、私は大半の期間を天
満橋にあります大阪国税局の建物の中で勤務しまし
た。国税局以外での勤務は国税局に入るまでの若い
時に3署、その後、統括官として1年づつ2署に勤務し
た以外は、福岡の博多税務署副署長として出向して
いた2年、大阪の東住吉税務署副署長の1年と西成
税務署長の1年であり、計算してみますと42年間のう
ち26年間は大阪国税局で勤務しておりました。

人事関係、個人課税関係、調査部といろいろな仕事
をいたしましたが、大阪国税局管内には83の税務署

がありますのに署の勤務は少ししかできず、よほど出
来が悪かったのだろうと思っております。　

最後の2年間は課税第一部で次長と部長をいたしま
した。様々な調査の企画・指示、確定申告や内部事務
の在り方など様々な施策を検討しました。部下にとっ
ては昔気質の怖い上司だったと反省しております。

皆さんもよくご存じのことと思いますが、国税の調査
や滞納整理を行う、執行機関である国税職員は、職
務上、公正中立であることが強く求められますので、
職務に関連する方については親族も含め、接点を持
つことに強い制約を受けます。

私も当然のこととして、現職期間中は、職場以外の友
人とは、冠婚葬祭等、必要最小限のつきあいだけで
許していただいていました。俗にいう「不義理をして
いた」わけですが、有難いもので退職したら、すぐ幼
馴染から連絡があり、今は良く会うようになりました。

そして、税理士を開業して、1年が経とうとしていた頃、
ロータリークラブのことを知りました。

正直、私のようなまだまだよちよち歩きの税理士には
無縁の世界のように感じながらも、この中之島RCに
参加させていただこうと決めた理由は、私が、人間と
して最も不足している部分が、この中之島RCに参加
させていただき、将来、ロータリーの精神を理解し活
動できるようになった時に、その不足している部分が
充足されるのではないかと思ったからです。それが
いつになるかはわかりませんが・・・・・。

その時には、この「でこ広」かつ「梅干し」のような顔も
少しは良くなっているのではないかと期待しておりま
す。今のところ、野球を始めとして、皆さんの足を引っ
張るばかりですが、今後ともよろしくお願いいたします。



陽松庵での座禅会に関する中間報告
2017年9月21日｢宴の間｣にて
メンバー（敬称略）：早瀬（委員長）、檜皮（副委員長）、杉村、吉田、藤本、ゲスト：CPヘンリー様（台北福齢RC）、戸田（書記兼副委員長）

･台北福齢RCからの参加者は23名～25名。台北福齢RCの
メンバーのお持てなしを優先します。

１）陽松庵での座禅は10：00AMから40分程度ですが、
禅堂の収容人数は30名程度ですので、大阪中之島RC
のメンバーは本堂で座禅をします。

２）座禅の後は法要に続いて作務（そうじ）が義務であり、
職業奉仕に通じると考えます。

３）作務（そうじ）の後は食事で、それに続いてお茶の御点
前ですが、台北福齢RCのメンバーで満員になる予定
ですので、大阪中之島RCは、食事の後片付けや寺内
を見学待機します。

４）お手前の後は、バスで久安寺に向かい、14：00頃帰路
に着く予定です。台北福齢RCメンバー宿泊の帝国ホ
テルに寄り、太閤園には15：30に到着予定です。

訪問都市

●2017年10月22日（日）スケジュール

時刻 スケジュール

大阪都島

天満橋

池田

天満橋

大阪都島

09：00

09：20

10：00

～

午後

14：00

15：00

15：30

大阪中之島ロータリークラブの皆さま、太閤園を出発

帝国ホテル大阪にて台北福齢クラブの皆さまと合流

陽松庵にて座禅体験
　台北福齢ロータリークラブ：座禅室
　大阪中之島ロータリークラブ：本堂にて

座禅の後、本堂にて法要に参列頂きます。後、作務（本堂・僧堂清掃）

を行います。そして、昼食をご賞味頂きます。

後、お点前を楽しみ頂きます（台北福齢ロータリークラブのみ）
**大阪中之島ロータリークラブは食事の後片付け**

後、久安寺（きゅうあんじ）の参拝など

当地を出発

帝国ホテル大阪にて台北福齢ロータリークラブの皆さまをお送り

太閤園到着予定

※上記日程表に記載の時間は、平成29年9月19日現在の資料
を基に作成されています。

※各交通機関などのスケジュール変更などにより、発着時刻
も変更される場合があります。その場合、観光地の内容や
時間などにも変更が生じる場合があります。ご了承ください。

当日のご集合・ご出発時間などは、何卒、厳守頂きますよう、ご
協力をお願いします。

陽松庵：陽松庵は江戸期の禅僧、天桂伝尊禅師が開いたお寺
で、晩年はこの地で弟子の育成や『正法眼蔵』の参究
をされたそうです。峻烈な熱血漢だと伝わり、開山堂
に祀られる等身大の木像からも、その気迫を感じる
ことができます。

久安寺：奈良時代の開基、優雅第一と賞される楼門は国の重
要文化財に指定されています。関西花の寺12番霊場。
春は牡丹、ヒラト、夏は紫陽花・シャクナゲ、秋は紅葉、
冬はろう梅・山茶花と四季を通じて花々がさきそろい、
別名「花のお寺」とも呼ばれています。

大阪中之島ロータリークラブの皆さまへ
大阪中之島ロータリークラブ会員は、太閤園に9時
（時間厳守・集合/出発）。委員の方々は、池田・陽松庵
に9時にご集合下さい。当日の会費は、8,000円（バス
代金・昼食代金・拝観料など）となります。

参加予定人員：
大阪中之島ロータリークラブ／21名
台北福齢ロータリークラブ／25名

※重要なご案内※

禅寺となりますので、華美な服装やノースリーブや短パン
など肌を露出するような服装はお避けください。特に女性
の方はスカートもご遠慮ください。

座禅体験の際は、身体をしめつけないゆったりとした服装
が好ましいです。一般のジャージや作務衣などが脚を組む
ときに無理がないのでお勧めします。

■少林山 陽松庵
　（ショウリンザン ヨウショウアン）

　〒563-0016
　大阪府池田市吉田町179

　電話：072-751-2229

　阪神高速11号池田線 
　木部第一出入口より東山
　交差点左折 



ニコニコBOX

村橋：親睦委員会の皆様、家族会のお世話に感謝

辻（一）：先日のバーベキュー、楽しかったですね。ニコ
ニコ

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：10月21日の25周年、多くのご家族の参加を願っ
ています。

金森：北村薫会員、丸山会員自己紹介楽しみです。

下岡：家族会、親睦委員会の皆様ご苦労様でした。

北村（讓）：親睦家族会、雨の中有難うございました。

前田：親睦家族会欠席と、本日早退のおわび

村上：今日は秋晴れです。ニコニコ

檜皮：台北福齢ロータリークラブ、ヘンリー様ようこそ
お越しくださいました。

北村（薫）：ニコニコ

丸山：先日のバーベキュー、有難うございました。
本日の自己紹介、よろしくお願いします。

戸田：北村さん、丸山さん、自己紹介楽しみにしています。

栗山：ヘンリーさん、ようこそお出でくださいました。

坂本：本日大台にのりました。お花有難うございました。

井本：先日出勤時、戸田先生の汗だくのランニング姿
を見ました。元気がでました。ニコニコ

台北福齢RC　C. P. HENRY：皆様、お元気で！！

本日合計 : ￥45,000
累　計 : ￥501,000

21
9

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0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 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 74.19 %
8月31日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
北村 　讓   9 月  2 日 地区職業奉仕勉強会
高島 凱夫   8 月26日 米山世界大会

●本日のビジター
 台北福齢RC C. P. HENRY 様

安達監督  あっぱれ超変革！
9月23日（土）大阪中之島ロータリーVS御堂筋本町ロータ
リーの試合が行われた。

今季超変革を掲げ生え抜き選手の育成を行い投手の3本
柱AMI（安達・満村・井本）を確立した。

試合は7対8で惜しくもサヨナラ負けを喫したが、来期も監
督続投の意思が固く、超変革による今後の生え抜き選手の
成長に期待したい。

松任 保勇


