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経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1172回（本年度 第15回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 10/26 のお知らせ

■創立25周年記念式典・祝賀会
　16：00～ 式典
　17：00～ 基調講演　白阪 琢磨 名誉会員
　18：00～ 祝宴
　太閤園　ダイヤモンドホール

♬SONG : 「日の風も星も」
●卓話　
　安達 昌弘 会員

本日の卓話の時間は、社会奉仕委員会のクラブフォーラムです。辻社
会奉仕委員長宜しくお願いします。

後程、次年度理事役員候補者を発表させて頂きますが、理事役員選
任についての手順を簡単に説明致します。

国際ロータリーが定めるRI定款に基づきクラブ定款が定められてお



2017-18年度第1171回（第14回例会）
幹事報告 (10/12)

幹事  辻 義光

■本日、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。

　例会終了後、第5回11月度理事会です。理事、役員
の皆様ご出席お願いいたします。

り、クラブの裁量によって定款と矛盾しないクラブ細
則を定めています。

次年度理事役員候補者は、この細則に定められてい
る手順に沿って手続を進めていく事になります。

先ず、指名委員会により候補者が指名され、毎年12
月上旬に開催される年次総会の1ケ月前の例会にお
いて候補者を発表し、年次総会において採択されて
正式な決定となります。現時点では、理事役員候補者
であって、決定されていないという事をご承知頂きた
いと思います。

企業の定款や規則と同様にロータリークラブの運営
にも、定款や細則が適用されていることをご承知して
おいて頂きたいと思います。

■来週10月19日（木）は、創立25周年記念式典との
振り替え休会です。お間違えないようにお願いい
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

■10月26日（木）、安達会員の卓話です。よろしくお
願いいたします。

■地区より2018-19年度地区委員会出向者推薦の
お願いが来ております。

1．公募期間　2017年11月17日（金）まで

2．出向者選定　2017年12月

3．出向者通知　2018年1月下旬

早瀬会員が第6回米山功労者（6０万達成）の
表彰を受けました。

Congratulations!



社会・青少年奉仕委員会フォーラム　テーブルミーティング

社会・青少年奉仕委員長　辻 一夫

Aテーブル　　発表担当者　 杉村 雅之

〇第一部　「大阪水上隣保館の紹介」

それでは11月19日に予定されております社会奉
仕三世代合同例会にお呼びいたします社会福祉
法人「水上隣保館」につきまして、お配りさせてい
ただいた資料に基づいて簡単に説明させていた
だきます。

一ページに「創立の精神」と書かれた資料をご覧く
ださい。一ページはキリスト教のことが書かれてい
るのですが、難しいことはわかりませんが、この「水
上隣保館」で最も大切にされていることは「寄り添
うという精神」であるとお聞きしました。

四ページの「80年間の主な出来事」をご覧くださ
い。「水上隣保館」の最初は、大阪港の水上生活者
とその子供たちへの支援から始まったようです。

しかし、第二次世界大戦の空襲により、施設が全焼
したことから、昭和20年の6月に大阪府三島郡島
本町に移られたそうです。

七ページをご覧ください。現在では多くの施設と社
会福祉で働く人を育てる専門学校も運営されてい
るとのことです。

さて11月19日当日の予定ですが、10時から14時
の予定で、まず、「エイサー踊りの発表」をしていた
だき、その後「食事会」、食事会終了後「庭園散歩」
を考えております。

エイサー踊りは資料の3ページにもありますように
エイサー部というものがあり、活発に活動されてい
るようです。当日の衣装は三世代クラブで寄付させ
ていただく予定です。

次に食事会ですが、子供たちは施設の外であまり
食事をされることがないとお聞きしましたので、太
閤園さんのおいしい食事を食べていただきたいと
思います。きっと、喜んでいただけるのではないか
と考えております。

その後は時間の関係がおありになるようですので、
太閤園内で「庭園散歩」をしていただき、お帰りに
なられる予定です。

〇第二部　今後の社会奉仕の在り方について

次に第二部といたしまして、これまで続けてきた奈
良成美学寮に対する社会奉仕活動について、今後
も成美学寮に対して継続するのか。それとも、違う
相手先を検討するのかについてであります。

前回の当クラブが担当した三世代合同奉仕では、
成美学寮がカラオケかテレビを希望されました。
その時に、「長期間続けてきたことによりマンネリ
化して、カラオケを希望されたのではないか」と考
え、結果としてはテレビを贈呈いたしました。

本日、皆さんに考えていただきたいのは、一応、奈
良成美学寮への社会奉仕については本年で終了
することとして、違う取り組みとして、どのようなも
のが考えられるかをテーブルごとで議論していた
だき、後ほど、発表していただきたいと考えており
ますのでよろしくお願いいたします。

それでは時間になりましたので、テーブルごとで検
討内容を発表してください。



・水上隣保館への支援を継続することとしてはどうか。

ただし規模が140人と大きいことから、対象を絞っ

て行うべきではないか。

・現金ではなく、物品での支援とすること

・併せて、次の支援先についても検討していくこと

・支援先を大阪市内で検討すること

・未婚の母親が増加し、子供の識字率が下がってき

ている。また、十分な食事が摂れない子供が増えて

いるとか（子供食堂の増加）。

こうした状況を支援するために大阪市教委などから

情報を入手してはどうか。

Bテーブル　　発表担当者　 北村 讓

・ 奈良であるという理由だけで止めるのはどうか。

・続けると甘えが出るのであれば隔年でもいいので

はないか。

・事業を分ける（直接施設に赴くものとそれ以外）

・都島区にある「分野（わけの）病院（精神科）」はどうか。

・老人施設もどうか。しかし王道は子供たちに対して

使うべきではないか。

Cテーブル　　発表担当者　 戸田 佳孝

・成美学園への支援は当初は餅つきだけでなく職員

の慰労も併せて行っていた。　

今後継続するのであれば、そういう観点でも検討す

ればどうか。

〇早瀬会員より

・理念（考え方）として、経済的に恵まれない方への支

援と、社会的弱者ではないが伸びる可能性がある人

に対してさらにその才能を伸ばすための支援がある。

・支援を受けていないところを探すということはとて

も難しいのではないか。

・奈良の成美学園の支援を見直すとした時にカラオケ

がマンネリ化だという理由と考えたが、発達障害のあ

る子供に対する治療の一環でカラオケがあるのかも

しれない。20年続けてきていることであるからその

歴史は大きいものであり、続けるべきではないか。

・水上隣保館の子供も半数は親に捨てられた子供た

ちである。規模は大きいが財政的には大変苦しいと

聞いた。

Dテーブル　　発表担当者　 蘆 聖芸　辻 一夫

・耳鼻科の先生がお二人も居られるのだから「聾唖

（ろうあ）学校」もいいのではないか。



理事（会長）

理事（直前会長）

理事（会長エレクト 例会運営小委員会）

理事（副会長　会長ノミニー）

理事（幹事）

副幹事

副幹事

理事（会計）

理事（SAA）

会計監査

理事（クラブ奉仕委員長）

理事（職業奉仕委員長）

理事（社会・青少年奉仕）

理事（国際奉仕委員長）

理事（会員増強・維持小委員会）

理事（親睦活動小委員会）

理事（会員研修小委員会）

西田 末彦

村橋 義晃

木村 眞敏

金森 市造

藤本 淳司

辻　 義光

安達 昌弘

北村 　薫

檜皮 悦子

村橋 義晃

金森 市造

村上 俊二

北村 　讓

戸田 佳孝

辻　 義光

井本 万尋

嶽下 勇治

決定

決定

決定

決定

決定

2018-19年度 理事・役員 候補者

次々々年度会長

次々年度の幹事

次年度の会計

次年度のSAA

次年度の理事

金森 市造

安達 昌弘

北村 　薫

檜皮 悦子

村上 俊二

北村 　讓

戸田 佳孝

辻　 義光

井本 万尋

嶽下 勇治

2018-19年度 指名委員会による指名

2018-19年度 理事・役員 候補者



日　時：2017年10月21日（木）　14：10～14：35
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）・下岡・早瀬・辻（一）・嶽下・辻（義）・藤本　以上11名（敬称略）
配布資料：
　1．2017-2018年度　下半期年間行事計画

2017-2018 年度 第5回　11月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

本日はお忙しい中、第5回11月度理事会にご出席頂
きありがとうございます。

来週はクラブ創立25周年記念事業を控えております。
クラブ25周年実行委員会、親睦活動委員会の皆様に
はお世話を頂きありがとうございます。

クラブ25周年記念事業は皆様のお力を集結して良い
記念事業として終える事が出来ればと思っております。
そして、今月で今年度は約4ヶ月経過しましたが、引き
続き理事会の皆様にご意見を頂戴しながらクラブの
運営を進めていければと思います。

どうぞ宜しくお願いいたします。

【審議事項】

1. 米倉会員の休会願いについて

休会中の会費については食事代を免除

　⇒［ 承認 ］

2. 三世代合同例会の日程について

2018年1月18日→2018年2月22日に変更

　⇒［ 承認 ］

【報告・確認事項】

1. 国際奉仕委員会

・ベトナムVTT支援事業

訪問日程：1月21日～1月25日

【確認、報告事項】

1. 出欠確認、配布資料の確認

2. 9月16日家族親睦会報告

・決算書の報告：収入、支出

3. クラブ創立25周年祝賀会

・当日集合時間　14：30集合

・胸花：白40本　赤140本　

・紅白饅頭：165個　

日　時：2017年11月12日（木）11：00～11：30
場　所：太閣園2F
出席者：木村・北村（譲）・金森・北村（薫）・栗山・嶽下・辻（一）・前田・丸山・藤本　 以上10名（敬称略）
議事進行：北村委員長
議事録作成：藤本副委員長
配布資料：
 1. 第7回 親睦活動小委員会レジュメ 2. 第7回 親睦活動小委員会出欠表
 3. 第6回議事録 4. 9/16 BBQ御見積書
 5. 9/16 家族親睦会予算書 6. 9/16 家族親睦会出席者表
 7. 9/16 家族親睦会決算書 8. 9/16 家族親睦会連絡網
 9. クラブ創立25周年記念祝賀会司会台本 10. 忘年懇親会の案内
 11. 中之島25周年献立（通常） 12. 25周年演奏曲目決定版

第7回　2017-18年度親睦小委員会議事録

・「高曲伸和&アンサンブル・フロット」　計6名による

演奏予定

・集合写真撮影の実施について

・「われら中之島」斉唱について

4. 次回親睦活動小委員会日程

日　時：11月30日（木）11：15～

場　所：太閣園2階



【’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

【’18年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
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

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

-

1181

1182

1183

-

24

25

26

休会③

会長、幹事新年の挨拶

職業奉仕委員会
クラブフォーラム

上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会村橋会長、辻義光幹事

職業奉仕委員会：
早瀬委員長

夜例会

◆地区チーム研修セミナー 

2. 親睦活動委員会

・9/16秋の家族会 事業・決算報告 

・クリスマス家族会事業計画案　次回理事会にて報告

閉会の挨拶（西田会長エレクト）

皆様、本日はクラブフォーラム、理事会と大変お疲れ

様でした。次週はクラブ創立25周年記念事業を予定
しております。

皆様にご協力を頂き共にがんばって行こうと思いま
すので宜しくお願いいたします。

米山奨学生 米山奨学生　蘆 聖芸（ルー シェンユン）



ニコニコBOX

村橋：本日のクラブフォーラム、辻委員長よろしくお願

いいたします。

木村（眞）：ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：毎日飲みすぎです。

村上：今日から雨が続きそうですね。体調管理に気を

つけましょう。

檜皮：辻委員長、本日の社会奉仕クラブフォーラムよ

ろしくお願いいたします。

戸田：辻さん、フォーラムよろしくお願いします。

井本：今日は久しぶりにルーちゃんが来ました。

ニコニコ

藤本：いつもたくさんのニコニコ、有難うございます。

本日合計 : ￥26,000
累　計 : ￥593,000

12

●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 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 28名 外国ゲスト 1名
欠席者 3名

出席率 90.32 %
9月21日の修正出席率 93.54 %

●メイクアップ
木村 眞敏   9 月16日 秋の家族会
満村 和宏   9 月16日 秋の家族会
梅原 一樹   9 月16日 秋の家族会
山本 　肇   9 月16日 秋の家族会
松任 保勇   9 月23日 ガバナー杯野球大会

10

本日のメニュー

小　鉢 蒸し鶏とほうれん草の胡麻浸し

焼物八寸　秋刀魚木の子焼き
 　合鴨　丸南瓜　青唐

造　り 鰹たたき　ポン酢醤油
 大葉　葱　針生姜　紅たて

煮　物 厚揚げ　小芋　海老
 蒟蒻　田楽味噌　絹さや

蓋　物 大根旨煮と豚の角煮
 水菜　辛子

食　事 鯛御飯

香の物 三種盛り

止　椀 野菜の味噌汁

●本日のゲスト
米山奨学生 蘆　 聖芸 様


