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2017年11月2日

ロータリー財団月間
月間テーマ（11月）

第1174回（本年度 第17回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 11/9 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　
　福田 忠博 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　ロータリー財団卓話
　栗山 博道 委員長

クラブ創立25周年記念式典・祝宴を盛会に終えられ、実行委員会、親
睦委員会の皆様、そして、会員の皆様に感謝申し上げます。

当日の会場にてお礼の挨拶にテーブルを回った際、地区役員やIM6
組の会長幹事、天満橋RCや大手前RCの方々から「さすが中之島」と
の言葉を沢山頂きました。これは、当日のことのみではなく、これまで
歩んできた中之島RCの姿から表れた言葉だと思いました。

当日、活動報告を行ったIAC、そして、計画進行中のモンゴルへの救



2017-18年度第1173回（第16回例会）
幹事報告 (10/26)

幹事  辻 義光

■本日、安達会員の卓話です。よろしくお願いいたし
ます。

■11月はロータリー財団月間です。

　11月2日（木）の卓話は国際奉仕委員会、ロータ
リー財団担当の栗山会員の卓話です。栗山会員よ
ろしくお願いいたします。

■11月9日（木）の卓話は福田会員の卓話です。福田
会員よろしくお願いいたします。

　例会終了後、第2回クラブ協議会があります。各委
員長の皆様ご出席よろしくお願いいたします。

■「2017-2018年度インターアクトクラブ年次総会」
および「2017-2018年度第2回インターアクト合同
会議・懇親会」があります。

1．日時：2017年11月5日（日）
　　　  10：00～15：30年次総会
　　　  16：00～17：00合同会議
　　　  17：30～19：30懇親会
2．場所：相愛中学校　高等学校

　インターアクト担当の井本会員、辻義光会員が参
加します。

■国際ロータリー第2660地区の2017-18年度地区
大会の案内です。

1．日時：1日目　2017年11月10日（金）15：00
　　　  2日目　2017年11月11日（土）13：00
2．場所：1日目　帝国ホテル大阪

急車寄贈プロジェクト、いずれも記念事業としてス
タートした奉仕事業ですが、クラブ単独ではなく、大
阪東RCの共同提唱を得たIACの発足は、少人数のク
ラブが大クラブを巻き込み、モンゴルのプロジェクト
は、国境を越えた三世代クラブの共同提唱として、親
クラブ、祖父クラブを巻き込んだ事業として、進めてこ
られたこと等もクラブの姿として受止められたものと
思います。

本日の例会前11時からクラブ戦略計画委員会を開催
し、この委員会が担う役割と目的について、出席した
委員各位と意見交換を行い、これらの考えを共有しな
がら複数年度の亘る中長期的な方向性を定めなが
ら、クラブの将来を考えていくことを確認致しました。

議事内容については、議事録を週報に掲載致します
ので、会員の皆様にもご承知頂きたいと思います。

　　　  2日目　NHK大阪ホール

■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

安達会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

檜皮会員がロータリー財団
ポールハリスフェローの表彰を受けました。

Congratulations!

本日のメニュー

ライトミール　
　ほうれん草のおひたし　しらす添え
　ちらし寿司　赤出汁　コーヒー



私の心の中の中国人

安達 昌弘 会員

僕が25年間に渡り中国の会社、工場と取り引きを続
けていて、その上で何度も中国に足を運んで、中国人
と交渉をして、中国人と食事をし、中国人と飲み遊び、
最終的に出した結論は、当然日本人的な考え、知識、
常識を持った人間達も本当にずいぶん増えたし、間
違いなく相当数存在していることは絶対に事実であ
りますが、しかしやっぱり一流の国民にはなれない気
がします。

経済的にも世界のトップを走っている中国であること
は間違いなく、あらゆる分野において素晴らしく発展
しているのは誰の目にも明らかな事実ですが、国民

の資質としては何か足りない。

急激に発展してきたことも理由のひとつかも知れま
せんが、人間の資質が日本人とは完全に違うと感じ
ます。

経済的にも決して裕福ではなくなり、GDPも伸びず、
表向きは部分的にしても中国に追い抜かれていると
ころはある日本ですが、国民の資質的には絶対に負
けていないと自信を持っていえます。

日本人は、本当に軟弱になった部分もあるがやっぱ
り間違いのない良い人種です。

日本人は相対的人間評価としては超一流です。

この誇り高い日本人というものを少なくとも今のまま
くらいで、出来れば嘗てのもう少し迫力のある状態に
持ち直し、永久に存続させていきたいです。

はっきり言って、中国人がいくら儲けてお金持ちに
なって、日本人が経済的に貧困に傾いても、人間の根
本的な資質として永遠に中国人には負けないでしょう。

中国には本当に今までも現在もたいへんお世話に
なっているのに、そしていい奴もたくさんいるので言
いにくいですが、以上が結論です。

今年度、第一回目の開催に際し、出席委員各位とクラブ
戦略計画委員会が担う役割と目的についての考え方を
共有していく事を確認した。

【議案】
1. クラブ戦略計画委員会活動について
（1）クラブの位置づけ

クラブ運営に携わる理事役員は原則単年度制である
ため、クラブの中長期目標を継続していくには、複数
年度に亘る会長の考え方を共有していく必要がある。

当委員会は、クラブの運営等を決定する機関ではな
く、クラブの中長期的な方針や課題について検討す
る委員会であることを再確認した。

（2）委員会構成

構成メンバーは、会長、直前会長、会長エレクト、会長
ノミニー、幹事、アドバイザー2名の計7名を原則とし
て、年3回程度の開催を予定する。

（3）今後の検討内容として、以下を参考とする。

日　時：2017年10月26日（木）11：00～12：00
場　所：太閣園4F　寿の間
出席者：早瀬・高島・村橋・西田・木村・辻（義）　 以上6名（敬称略）

２０１７-１８年度　第１回 クラブ戦略計画委員会　議事録

①クラブ運営の中長期的な方針や目標を検討する

②財政面の中長期的計画を検討する

③会員数の中長期的計画を検討する

④クラブの奉仕事業（必要性・継続性・進化性）を検
証する

⑤理事会のアドバイザー的な機能を果たす

⑥クラブ細則改定案の起案や検討を行う

2. 地区委員会出向者の推薦について
2015年度より地区委員会出向者の選任について、クラ
ブからの推薦書の提出が明確化されてきたので、クラブ
内の推薦手順や理事会への報告について意見交換を
行った。

3. その他
会長ノミニーデジグネートが決定した場合、継続性を考
慮して理事会に出来るだけ早い時期から出席出来る様
に検討したい。



ニコニコBOX

村橋：25周年記念事業を終え皆様に感謝。

西田：25周年、皆様お疲れ様でした。

辻（一）：本日早退視します。お許しください。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、皆様のお陰で無事終了し
ました。感謝

下岡：25周年、皆様ご苦労様でした。
早瀬会員、座禅有難うございました。

村上：今日は秋晴れ、元気が出ますね。
安達会員、卓話楽しみです。

檜皮：クラブ創立25周年、実行委員の皆様お世話に
なりました。

戸田：安達さん、卓話楽しみにしています。

栗山：ニコニコ

本日合計 : ￥27,000
累　計 : ￥710,000
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●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 3名 国内ゲスト 1名
出席者 21名 外国ゲスト 1名
欠席者 8名

出席率 72.41 %
10月5日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
岡本 啓吾 10月  9 日 ガバナー杯野球大会
丸山 澄高   9 月23日 ガバナー杯野球大会
吉田 　了 10月  1 日 ガバナー杯野球大会

10

野球同好会  ガバナー杯打ち上げ

10月26日（木）18：00より、「うめきたガーデングランピング
リゾート」において野球同好会のガバナー杯打ち上げを行
ないました。会員14名と応援していただいたご家族を招待
し、都会のど真ん中、高層ビルに囲まれた一角でとても楽し
い時間を過ごしました。皆様来年も野球同好会の応援、よ
ろしくお願いいたします。

また、この打ち上げにご寄付いただきました早瀬会員、どう
も有難うございました。

野球同好会 監督  安達  昌弘

●本日のゲスト
大阪大学　准教授 毛利 育子 様
米山奨学生 蘆　 聖芸 様

Congratulations!11月のお祝い11月のお祝い

●誕生日
 村上 俊二 ［8日］
 下岡 陽一郎 ［18日］
 山本 　肇 ［24日］

●事業所設立記念
 下岡 陽一郎 株式会社 シモオカ［昭和16年］

●結婚記念日
 福田 忠博 ［6日］
 村上 俊二 ［16日］
 高島 凱夫 ［23日］
 北村 　薫 ［26日］
 下岡 陽一郎 ［27日］
 村橋 義晃 ［29日］ 大阪大学 准教授　毛利 育子 様がお見えになりました。


