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疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

第1179回（本年度 第22回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

ロータリー財団より2016-17年度のロータリー財団表彰状やバナー
等を頂いておりますので、ご報告致します。

今年度の地区大会会長部門にて表彰を受けた、寄付優秀クラブ上位
3位のバナー、平均寄付額達成100％クラブバナー、エンドポリオ感
謝状等をクラブに送られました。そして、地区奉仕賞として早瀬会員
に感謝状が贈られています。

本日のプログラム

次回 12/23 のお知らせ
♬SONG : 「きよしこの夜」
■クリスマス家族会
　18：00～  例会　　蔵の間
　18：30～  クリスマス家族会　桜苑

♬SONG : 「我ら中之島」
■年次総会　次年度理事役員決定
　各委員会委員長・小委員会委員長
■第7回1月度理事会
　13：40～　サファイアルーム
※次週、12月21日（木）の例会は振り替え
　休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。



2017-18年度第1178回（第21回例会）
幹事報告 (12/7)

幹事  辻 義光

前年度に続いてクラブが表彰されることは喜ばしい
事であり、皆様のご協力に感謝致します。

先週の土曜日に永年続けている社会奉仕事業であ
る成美学寮訪問と餅つきに参加してまいりました。

真っ先に目に入ったのが、ロータリーに感謝の気持
を伝えるために寮生が作った絵やポスターでした。

今後の継続について色々な意見を踏まえながら次年
度に引継いでいきたいと思います。

小　鉢 柚子豆腐

焼物八寸　銀鱈　出し巻き　小松菜しらす　鮎煮
 　有頭海老　獅子唐　蕪酢漬け

造　り 鮪　鯛　烏賊
 妻いろいろ

煮　物 海老芋　豚角煮　丸南瓜　人参
 紅葉麩　青身

蓋　物 とろ湯葉とずわい蟹

食　事 鯛御飯

香の物 三種盛り

止　椀 野菜の味噌汁

本日のメニュー

■本日は委員会報告です。各委員長よろしくお願い
いたします。

■12月14日（木）、年次総会です。次年度理事･役員
の選任の決議を行います。会員の皆様ご出席お願
いいたします。

■12月21日（木）の例会は12月23日（土）に振り替え
となります。
　お間違えの無い様にお願いいたします。

■12月23日（土）例会とクリスマス家族会です。

　1．例会　　18：00

　2．家族会　18：30

■12月28日（木）は休会です。

■来年1月11日（木）、新年の初例会です。
　村橋会長、辻幹事の新年の挨拶のあと、職業奉仕
委員会フォーラムがあります。

　例会終了後、14：10より第8回2月度理事会があり
ます。理事役員の皆様、出席おねがいいたします。

■地区より「2017-18年度第2回クラブ国際奉仕委
員長会議のご案内」が来ております。

　1．日時：2018年1月20日（土）10：00～12：00

　2．場所：OMMビル2階　会議室

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）出席
義務について」の案内が来ています。

　1．日時：2018年3月3日（土）

　2．場所：大阪国際会議場

　西田会長エレクト、出席お願いいたします。



委員会報告

クラブ奉仕委員会、会員増強・維持委員会、例会運営小委員会、親睦活動委員会、会員研修小委員会、
職業奉仕委員会、社会・青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、SAA委員会、会計

クラブ奉仕委員会　木村委員長

クラブ奉仕委員会委員長の木村眞敏です。クラブ奉仕委

員会委員長は、クラブ奉仕の諸活動全部に責任を持ち、

かつ、クラブ奉仕の各特定分野について設置された小委

員会の仕事を監督、調整する任務を持つものもあります。

具体的には、会員維持・増強小委員会、例会運営小委員

会、親睦活動小委員会、会員研修小委員会等の仕事を

監督、調整するものであります。今後とも、上記監督、調整

に励んでいく所存です。

なお、具体的な事業報告については、担当の小委員会の

委員長に委ねたいと思います。

会員増強・維持委員会　代理  檜皮会員

今後下半期に向けては、期初の方針の通り“若手の会員

等による若年層の入会の促進”を進めて参ります。クラブ

戦略計画委員会の示す通り（地区における中堅以上の

クラブー会員数を50名以上）にすると言う会員増強のモ

チベーションの維持が重要だと考えます。

皆様御協力をよろしくお願いいたします。

例会運営小委員会　西田委員長

例会運営に関しましてはクラブの雰囲気も良いし各委員

会がしっかりと活動してますし、中之島らしい運営が出

来ていると思います。

ただ一点気になるのが最近出席率の低い日が多い事で

す。日によれば70％ぎりぎりの時もあります。元々会員数

が30名前後の所、出席率の悪い日には20名位の時もあ

ります。そうなると非常に寂しいものでクラブの雰囲気も

暗くなりがちです。そうなればまた出席率の低下につな

がり悪循環になってしまいます。

ロータリー活動も勿論仕事が優先ですがロータリー活

動を自分の生活の一部だと思って出来るだけ毎週出席

して頂きたいと思います。

・今後の活動予定

　①月1回程度の状況報告を行う（問題点等の検討）

　②以下を取り入れ具体的な勧誘のスキームをつくる。

　　・当クラブの魅力のアピール

　　・奉仕活動のPR（参加も伴う）

　　・親睦活動のPR

親睦活動委員会　北村 讓委員長

今年度上半期で下記の活動を行いました。

１．平成29年9月16日（土）15時～19時、舞洲スポーツ

ランドにて会員21名、ご家族27名、事務局員1名、総

勢49名で家族親睦会を開催しました。

台風上陸前で雨と風が多少ありましたが、大変楽しく

和やかに、肉も思った以上に美味しく、BBQを焼く係

も委員を中心として親睦に勤め、事故もなく無事終

了しました。

２．10月21日（土）16時からの記念式典後の祝賀会を

委員会で担当しました。質素な中にもクラシック演奏

を聴きながらのディナーで厳かに開催できました。

３．委員会開催は、家族クリスマス会の準備委員会（12

月14日を含め）年度前から数えて10回開催いたしま

した。

４．12月7日（木）18時より祇園の楽味で、新入会員歓迎

会・親睦委員会忘年会を開催しました。12名の出席

で大いに盛り上がり懇親を深めることが出来ました。

５．12月23日（土）18時30分より太閤園・桜苑（庵）にて

上半期最後の事業として、クリスマス家族会を開催

いたします。現在、会員23名（名誉会員1名含む）、ご

家族27名、事務局員1名の総勢51名の出席を予定

しています。内容的には、ソプラノとクラッシック演奏、

マジック、くじ引き等盛り沢山で皆さんに楽しんで頂

けるように企画しております。



職業奉仕委員会　早瀬委員長

職業奉仕の中間報告ですが、1～5番の行事があります。

1番は創立25周年の記念の一環として、陽松庵で座禅会

を行ないました。

参加人数は台北福齢RC19名、大阪中之島RC21名です。

中之島会員には8,000円をご負担いただきました。

当日は生憎台風の強い雨の中、中之島会員のご協力で

乗り切ることができました。

①1月は職業奉仕月間ですので、1月11日に地区職業奉

仕委員長の北村讓氏に講演をお願いしています。

②株式会社ユニバーサル園芸社の職場訪問は2018年

1月18日の例会後に訪問する約束をしています。

会員研修小委員会　下岡委員長

入会1～2年未満の会員を衷心にロータリーに関する知

識や情報を理解習得してもらうために、年に数回研修会

を実施していている。

なお会員のロータリアンとしての成長をうながす目的で、

下半期に情報集会を予定している。

親睦活動委員会　北村 讓委員長

今年度上半期で下記の活動を行いました。

１．平成29年9月16日（土）15時～19時、舞洲スポーツ

ランドにて会員21名、ご家族27名、事務局員1名、総

勢49名で家族親睦会を開催しました。

台風上陸前で雨と風が多少ありましたが、大変楽しく

和やかに、肉も思った以上に美味しく、BBQを焼く係

も委員を中心として親睦に勤め、事故もなく無事終

了しました。

２．10月21日（土）16時からの記念式典後の祝賀会を

委員会で担当しました。質素な中にもクラシック演奏

を聴きながらのディナーで厳かに開催できました。

３．委員会開催は、家族クリスマス会の準備委員会（12

月14日を含め）年度前から数えて10回開催いたしま

した。

４．12月7日（木）18時より祇園の楽味で、新入会員歓迎

会・親睦委員会忘年会を開催しました。12名の出席

で大いに盛り上がり懇親を深めることが出来ました。

５．12月23日（土）18時30分より太閤園・桜苑（庵）にて

上半期最後の事業として、クリスマス家族会を開催

いたします。現在、会員23名（名誉会員1名含む）、ご

家族27名、事務局員1名の総勢51名の出席を予定

しています。内容的には、ソプラノとクラッシック演奏、

マジック、くじ引き等盛り沢山で皆さんに楽しんで頂

けるように企画しております。



SAA委員会　山本委員長

今年度は、月初の前にSAA委員会を開き全員より今年

度半期の各委員の意見を聞きました。

　○例会は「厳粛の中にも楽しく」をモットーに

　○席は全員自由席に

　○半年間の司会、ニコニコ発表を前もって決める

前半は村上・戸田副SAA委員長を始め各委員が積極

的に例会運営又、担当委員の休みをフォローしてもら

い感謝致します。

若干1名～2名の欠席者がおるので出席戴けるよう努

力致します。

国際奉仕委員会　嶽下委員長

国際奉仕委員会の活動は、これからの下半期に集中して

います。

実施内容は、下記の通りとなっています。会員皆様方の
ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

①2018.1.21（日）からベトナムVTT事業の補完活動

②2018.2.15（日）国際奉仕委員会クラブフォーラムで
米山学友会の皆様との交流会（インドネシア、モン
ゴル、ネパールの学友の皆さん）

③2018.6.9（土）台北福齢RC20周年記念式典への参
加と奨学金支援

会計　嶽下会計

上半期におきましては、会費の未収入金もなく、また、各

種支出関係におきましても適格な予算管理をもって適

正に処理されています。また、預貯金を含めた財産管理

につきましても、各委員会活動に係る支出につきまして

も適正に処理されていることをご報告いたします。

最後に、下半期の納入時期につきましても、上半期同様

早期に納入して頂きますようお願いいたします。

社会･青少年奉仕委員会　辻 一夫委員長

社会奉仕事業は、11月19日（日）に三世代合同社会奉仕

事業を約70名の規模で、12月2日（土）に成美学寮餅つ

き奉仕を約40名の規模で、それぞれ実施。そして、2月

22日（木）には三世代合同例会を予定しています。

なお、これらの事業は、これからの社会奉仕事業の在り

方を模索するものでもありました。三世代合同社会奉仕

事業は、家庭に恵まれない子供達に寄り添って、楽しい

時間を過ごす奉仕の形。餅つき事業は20年の長きの繰

り返しの中で、マンネリ化している部分は何か、又、奉仕

事業の意義を見出せるのか、そんな自問自答の形の事

業でもありました。



ニコニコBOX

村橋：成美学寮での社会奉仕、お世話になり有難うご
ざいました。

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：東田さん、入会候補者です。ビジターとして来て
いただきました。

北村（讓）：クリスマス会まであと2週間です。よろしく
お願いします。

前田：お久しぶりです。

村上：ニコニコ

満村：年末ですね。ニコニコ

戸田：次回例会休みます。スミマセン
12月18日月曜日、夜8時から6チャンネル「中居
正広の身になる図書館」に出演します。

栗山：ニコニコ

梅原：1ヵ月半ぶりのホームクラブ出席です。

本日合計 : ￥54,000
累　計 : ￥867,000
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●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 2名 国内ゲスト 1名
出席者 26名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 86.66 %
11月9日の修正出席率 82.75 %
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Congratulations!

早瀬会員がロータリー財団地区奉仕賞の
表彰を受けました。

●本日のビジター
 大阪大手前RC 中林 邦友 様

戸田会員、テレビ出演予定
12月18日（月）20時から朝日放送（6チャンネル）で
放送予定の「中居正広の身になる図書館」で加賀ま
りこさん、芳村真理さんなどの健康法をチェックしま
す。お時間が合えば、観て下さい。

▲お誕生日のお祝い：左より村橋 義晃会長・西田 末彦会員・
　嶽下 勇治会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より栗山 博道会員・村橋 義晃会長

●本日のゲスト
下岡会員ご紹介 東田 　美 様

●メイクアップ
安達 昌弘 11月19日　　三世代合同社会奉仕事業
北村 　讓 11月19日　　三世代合同社会奉仕事業
村上 俊二 11月19日　　三世代合同社会奉仕事業
杉村 雅之 11月19日　　三世代合同社会奉仕事業


